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研修旅行の趣旨 

 

 本研修旅行は、第一に、教職大学院にとって修

学旅行的な意味合いを持っています。3 日間にわ

たる非日常的な空間、時間において、生活と共に、

学びの経験を濃密に共有することで、教職大学院

の院生間の団結力を強め、強烈な思い出として共

有されます。 

 第二の意義は、魂が揺さぶられるような体験を

積むことです。震災の様子に触れることで、自分

の生き方、人生観、教育観が揺さぶられることが

あってしかるべきでしょう。ただの事実、知識と

して、平板にしか感じ取れないのでは、教師とし

て問題があるのではないでしょうか。 

 第三に、危機管理の意識を高めることです。2011

年 3 月 11 日の東日本大震災から 8 年半が過ぎ、

1983 年 5 月 26 日の日本海中部地震からは 35 年

ほどが経過し、風化しつつあるような状況です。

大川小学校の災害については今年 10 月 10 日に最

高裁が上告を退け、2018 年 4 月 26 日の仙台高裁

控訴審判決が確定したばかりです。子どもたちの

命の尊さ、そして、それが失われることの悲しみ

の深さを、教師としては深く心に刻むべきところ

です。 

第四に秋田県内に閉じこもるのではなく、他県、

特に東北地区の県と交流し、視野を広げることが

できます。他県との間の教育状況、教育課題、県民

性の違いなども感じ取ることができます。 

本研修旅行は、教職員支援機構の「平成３１年

度教員の資質向上のための研修プログラム開発・

実施支援事業」の「指標に基づいた現職教員研修

の高度化・体系化プログラム開発・実施事業」で採

択された「秋田県教員育成指標と新たな教育課題

に対応した現職教員研修の高度化・体系化プログ

ラムの開発」の一環として行われました。表紙の

写真は大川小学校跡の全景です。 

 

 

２０１９年度研修旅行日程等 

 

９月２７日（金） 

 １０：００～１５：００ 事前学習会 

『「想定外」を生き抜く力』群馬大学（当

時）片田敏孝 

『命と向きあう教室－被災地の 15 歳、１年

の記録』宮城県東松島市立鳴瀬みらい中学

校（当時）・制野俊弘 

『ぼくたちわたしたちが考える復興 夢をの 

せて－宮城県石巻市立雄勝小学校震災２年

目の実践』徳水博志 

１０月２５日（金） 

  ９：００ 大学出発 

   ＳＡ「前沢」で昼食 

 １３：００～１４：００ 

 仙台市立荒浜小学校跡・震災遺構見学 

 １５：００～１７：００ 

   宮城教育大学で、宮城教育大学教職大学

院との交流会 

 １７：１５～１９：１５ 

   宮城教育大学萩朋会館１階で懇親会 

 １９：４０ 仙台サンプラザホテル到着 

１０月２６日（土） 

８：３０ ホテル発 

１０：００～１１：００ 

    石巻市立大川小学校跡見学 

    元雄勝小学校教師徳水博志さんの案内 

 １１：３０～１５：００ 

   石巻市・復興まちづくり情報交流館・雄

勝館で徳水さんから防災教育、復興教育

の講話 
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   途中昼食休憩で、弁当 

１５：００～１６：００ 

   徳水さん夫妻が取り組む雄勝ローズファ

クトリーガーデンの見学 

 １６：４０ 石巻グランドホテル到着 

 １７：３０～２０：００ 

  ホテルそばの居酒屋ごくうで夕食 

１０月２７日（日） 

  ８：５０ ホテル発 

 １０：００～１１：３０ 

 南三陸町語り部ガイド 

 南三陸ポータルセンターからガイド開始 

 南三陸町をバスで周りながらの復興の様

子、被災の状況などの説明を聞く。戸倉

中学校跡や防災庁舎跡ではバスを降りて

説明を聞いた。 

 １１：５０ 志のやで海鮮丼 

   ポータルセンターから歩いて５分程度 

１２：３０ 南三陸発 

１６：００ 秋田大学着 

１２月１３日（金） 教職大学院「学校危機管理

の現状と課題」において危機管理に関する指

導案、研修案の検討 

１２月２０日（金） 教職大学院「学校危機管理

の現状と課題」において危機管理に関する指

導案、研修案の発表 

 

 

 

参 加 者 

 

学校マネジメントコース 

現職院生１年次 

伊藤 直人 

大山 正道 

加賀谷 武英 

菊地 良 

佐藤 忠浩 

仙道 英悦 

橘 義憲 

時田 航 

三浦 和義 

斎藤 雅子 

カリキュラム・授業開発コース 

 学卒院生 2 年次 

長谷川 いずも 

澤木 瑛保 

鈴木 公貴 

高橋 崚介 

山口 裕平 

 学卒院生 1 年次 

遠藤 史都 

照井 達也 

沼田 充貴 

本田 和也 

付添教員 

秋元 卓也 

佐藤 修司 

佐藤 学（１日目交流会まで） 
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荒浜小学校跡：震災遺構 

 

 

 震災後、閉校となった荒浜小学校は震災遺構と

して建物が保存・公開されています。訪問日にも

小学生や一般の人などが多数訪れていました。 

 

小学校の周りには何も高い建物はなかったため、

周辺の住民も含めて 320 名の人がこの小学校に避

難して助かりました。２階まで津波が押し寄せ小

学校周辺は海のようになります。 

 

閉校記念碑です。校歌と沿革が記してあります。

1873 年創立の長い歴史を持っています。 

 

２階のところに津波が来た高さのラインが引か

れています。 

 

1 階にあった教室と保健室には多くのがれきが

押し寄せます。車も３台流されて校舎内に飛び込

んでいました。 

 

津波で孤立した様子が写し出されています。子

どもたちはヘリコプターで救出されました。三陸

と違い周りは平地ですので、逃げられる山はあり

ません。 
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1 階の様子です。天井も壊れています。 

 

１階の教室の様子です。 

 

１階の保健室です。震災時、津波が去った後の

写真が掲示されています。 

 

1 階から 2 階への階段の踊り場です。 

 

海側を向いている２階のベランダの鉄製の柵で

す。津波の威力でねじ曲げられています。 

 

２階の様子です。木材も多く含まれています。 
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２階の廊下に津波到達ラインが示されていまし

た。 

 

卒業式が３月１８日に予定されていました。校

舎が使えなくなったため、３月２４日に若林区役

所で卒業式が行われます。 

 

震災時の教師の手記です。校舎に残されていた

二つのメッセージについて書かれています。 

 

津波が押し寄せた時間で止まったままの時計で

す。 

 

17 分間のビデオが流されています。震災当時の

様子とその後の関係者の証言が記録されています。 

 

荒浜小学校は海岸から 700 メートルの場所にあ

ります。周囲には 800 世帯、2200 名の人が暮らし

ていました。震災当時、荒浜小学校には 91 名の児

童が通っていました。周りの家々は多くが土台を

残して流されてしまいます。 
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教室の黒板です。避難してきた人の名前が書い

てあります。 

 

訪れた人たちが残していったメッセージです。 

 

震災当時の子どもたちの係の掲示です。 

 

校舎東側についての説明です。 

 

 体育館跡についての説明です。体育館に逃げて

いれば全員が犠牲になるところでした。 
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宮城教育大学教職大学院との交流会 

 

 

３時頃に宮城教育大学に到着しました。荒浜小

学校跡では曇りで、雨は降っていませんでした

が、宮城教育大学に到着する頃から雨が降り始

め、交流会の頃から暴風雨になります。 

 

ストマス、現職でグループに分かれて自分の研

究テーマなどについて話し合いを行いました。 

 

宮教大からは現職院生９名、ストマス７名、教

員７名が参加しました。秋田大学からは現職院生

１０名、ストマス９名、教員３名でした。 
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講習会は３時から５時頃まで行い、その後萩朋

会館１階で懇親会を行いました。 
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宮城教育大学、秋田大学、双方から教員、院生

のスピーチがありました。 

懇親会は１９時頃にお開きとなりました。雨も

風も強いことから、早めの解散となりました。 

ここからまたバスで仙台サンプラザホテルまで

移動します。まだすごい雨でした。 
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大川小学校跡 

 

 

 10 月 26 日土曜、10 時に大川小学校後に到着し

ました。元雄勝小学校教師の徳水博志さんに案内

していただきました。 

 

 希望の天使です。 

 

 右端の白っぽい服の形が徳水さんです。学校の

周りの、説明を受けている場所は震災当時民家が

建ち並んでいて、川の方を見渡すことはできませ

んでした。 

 

 遺族の方が立てたお地蔵様が見えます。 

 

 前日の雨で水たまりが多くできていました。震

災後の地盤沈下で今でも水がたまりやすく、抜け

にくくなっているそうです。我々の他にも大型バ

スが 3 台ほどいて見学していました。 

 向こうには大きな橋があり、その下は北上川で

す。教師、子どもたちは写真左端真ん中あたりの

少し高くなっているところに最後移動している時

に津波に襲われました。 
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 津波の破壊力がよくわかります。 

 

 

 

 

 

 学校裏の山に登りました。子どもたちも普段か

ら登っていたそうです 
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登ったところの中腹の平らなところから大川小

学校を見下ろしたところ。 

 

 大川小学校跡で１時間ほど説明を受け、見学し

た後、雄勝地区に移動しました。 

 前日夜の大雨とは打って変わって穏やかな天気

でした。 
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雄勝地区 

 

 

 雄勝地区には、徳水さんが勤めていた雄勝小学

校や雄勝中学校があり、すべて津波にのみ込まれ

ました。灰色の高い壁は震災後に作られた防潮壁

です。こんなに高い壁を作ることには住民の反対

が多かったにも関わらず、作られて、海が全く見

えなくなってしまいました。 

 

 

 

 

 徳水さんからは１１時半頃から防災教育に関す

る講習を受け、その後、交流館の隣の仮設商店街

から取り寄せた弁当を食べました。 

 食後、さらに１時間ほど、復興教育に関する講

習を受けました。 

 

 講習の後、徳水さんが取り組んでいるローズガ

ーデンファクトリーに移動しました。 

 

 

 

 北限のオリーブ栽培に取り組んでいます。 
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 徳水さんの奥さんのお母さん（津波の犠牲にな

りました）の家があったところで始めたガーデン

ですが、復興事業の道路整備のために現在地に移

動しました。 

 これも徳水さんの復興の取り組みで、若者が雄

勝で生きていくためのなりわいを作り出そうとし

ています。 

 

 千葉大学や各種企業など、いろんなところから

ボランティアの方がやってきて、整備を手伝って

います。 

 

 向こうには復興事業のための重機が見えます。 

 

 

 

 １７時頃には石巻グランドホテルに着きました。

１７時半ころから、ホテルのすぐそばの居酒屋ご

くうで夕食を食べました。 
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南三陸町 

 

 

 10 月 27 日 10 時から約 1 時間半、南三陸町観光

協会が行っている「学びのプログラム」を受講し

ました。 

 

 観光協会は南三陸ポータルセンター内にあり、

ここが出発点になります。数日までの台風や大雨

で 60 センチほど浸水したそうで、ここにある展示

は見られませんでした。 

 

バスに語り部の方が乗車して、案内していただ

きました。 

 

戸倉中学校跡です。現在は公民館として使用さ

れています。津波に襲われる間際までグラウンド

に避難していて、1 年生の男子生徒と教諭の 2 名

が犠牲となりました。左端はモアイ像のレプリカ

で、津波でひびなどがありました。 

 

 

海抜 20 メートル程度の高台にありますが、津

波は 30 メートル程度にまでなり、1 階が水没し

ました。2 階は無事でした。 
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津波警報の予測は 10 メートル程度であったが、

地形等によって想定外の高さとなりうることがわ

かります。 

 

 震災の後から残っている建物です。周りをどれ

だけかさ上げしたかがわかります。10 メートル程

度はかさ上げされているようです。 

 

 南三陸さんさん商店街のはずれの、防災対策庁

舎が望めるところに仮の慰霊施設が設けられてい

ます。 

 

 左端の赤黒い鉄骨が見えていますが、これが防

災対策庁舎跡の突端部分です。 

 

 

 

 チリから送られたモヤイ像です。チリ地震大津

波のときから交流があったそうで、大震災後に贈

られました。 

 この後、さんさん商店街で 10 分程度買い物し、

ポータルセンターに戻って、案内は終了となりま

した。 

ポータルセンター近くの志のやで海鮮丼を食べ

ました。 
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院生の振り返り 

 

現職院生 

・東日本大震災の後、実際の被災地に行くことが

できずにいました。昔の地震や津波とは異なり、

映像も鮮明に残り、いつでも振り返られるので

すが、覚悟がいるものでした。しかし、震災で失

った者、得た知識をつなぐことの大切さを実感

し、風化することがないようにしていく必要性

を感じました。 

 今回の研修旅行の企画は本当に感謝しています。

得たものの多くを今後の有事の際の判断に確実

に活かすことができます。学校現場で子どもが

亡くなるということは絶対にあってはなりませ

ん。特別支援学校においては、子ども自身が正

しく理解し、判断することは難しいのが現実で

す。特に所属校においては逃げたくても自分で

逃げることができない子がほとんどです。つま

り、子どもが避難できないのは確実に教師の責

任です。災害に限らず、様々な危険が身の回り

にあることを踏まえ、一人ひとりの教員が日頃

からどれだけ危機意識を持つことができるか、

今回の研修で得た学びを学校現場に確実に還元

するとともに、周囲の多くの教員と話題にして

いきたいと考えます。 

・東日本大震災による津波は誰しもが経験したこ

とがない出来事であった。津波が来る地域は「山

へ逃げる」という言い伝えで雄勝小、志津川小

では命が助かっているところが共通していた。

しかし、誰もがこの言葉を知っているわけでは

なく、その言葉を知っている少数の方々の声で

避難活動ができている。そこから学ぶことは、

避難マニュアル作成には地域の声というのは欠

かせないと思った。そして、学校と家庭、地域が

共有し、声を掛け合って避難することの大切さ

を学んだ。被災地を自分の目で見て自分の足で

歩いてそこに生きる人々の思いや願いを十分感

じることができた。助かった例、助からなかっ

た例をしっかり分析し、二度と失敗を繰り返さ

ないよう、風化させないよう努めていかなけれ

ばと思った。 

・３年ほど前に家族を連れて、石巻や閖上を訪れ

た。その時も日和山公園から見下ろした風景に

愕然とした記憶がある。その時はまだ大川小学

校に行く気持ちにはなれなかった。今回、大川

小学校に行くことができてよかったと思った。

現地に行って初めて分かることや感じることが

あると分かった。この研修で、自分の中であの

震災が徐々に風化しつつあることに気づいた。

復興はまだまだであることがわかった。教師は

生徒の命や安全を守ることが一番大切なことで

あることが初めて分かったような気がした。 

・今まで報道等を通じてしか知らなかった震災被

災地を自分の目で直接見たり、被災した方々か

ら直接お話を聞いたりすることで、自分の中の

防災や減災に対する意識が大きく変わった。ま

ず自然災害は“何でもアリ”だということ。想定

内に収まると思うこと自体が間違い。何か自然

災害の情報が流れたら、管理職は正常バイアス

に流されず、最悪の状況を考えて判断しなけれ

ばならないと思った。そして非常時に短時間で

適切な判断を下すには平時からの情報収集が不

可欠だ。学校周辺の地形に関する知識や過去の

災害履歴、先人の言い伝え、専門家の意見など、

様々なものが考えられる。判断を迫られる立場

の人間は、常に情報を集める努力をしなければ

ならないと強く感じた。 

・ずっと行かなくてはと思っていた東日本大震災

の被災地ですが、忙しさにかまけて訪問してい

ませんでした。今回、この研修旅行で一部です

が被災地に行く機会が得られてとてもうれしく

思いました。そして実際にこの目で見て、話を

聞いて心にぐっとくるものがありました。この
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感動体験をこのままにして終わらせるのではな

く、学校現場に生かしたいと思います。強い気

持ちを持って子どもたちの命を守るためにしっ

かりと防災教育に取り組みたいです。想定外の

ことにも自分で考え、判断し、行動する子ども

を育てたいです。 

・津波による被害の様子はニュース映像などで目

にし、多くの犠牲者と町が破壊、流出した地域

に足を踏み入れ、2011.3.11 に起きた震災のすご

さを肌で感じた。勤務していた附属中でも夏休

みに合わせ南三陸への訪問を田仲副校長先生が

立案し、30 数名の生徒が 3 年ほど訪れていた。

何か、タブー視する気もなかったが、生徒にも

どうだったか聞きにくかったことを覚えている。

被災した地域も復興が進み、町並みに明るさが

感じられるところもあるが、暗い空気の残る地

区もある。今も根気強く語り継ぐ活動をしてい

る徳水さんをはじめガイドされる方々はあの震

災から何を学び、後世に残すべき教訓をいまだ

に求めているのだと思う。危機管理の大切さに

ついて気持ちを引き締める三日間となった。 

・東日本大震災が起こってから 8 年 7 か月が過ぎ

た。自分が考えていた以上に都市部のハード面

の復興は進んでいたが、ひがいのおおきかった

ところのハード面は復興していないと感じた。

そして完全に癒えることはないと思うが、被災

された人々の心のケアについて、どうやったら

前を向いて踏み出せるのかということを改めて

考えることができた。亡くなった生命は取りも

どすことはできないし、人間の生命は本当に尊

いということを改めて考える機会となった。三

日間を通して、過去を振り返るだけでなく、過

去に起こったことから「それを防ぐためにはど

うすることがよいのか」「起こってしまった後で

どうえうればよいのか」ということを考える大

切さや自分ごととして考えることの大切さを学

んだ。 

・未だに震災の爪痕の残る中にさらに追い打ちを

かけるように大雨被害もあり、流されてきたで

あろう流木が川のあちらこちらに見られた。記

憶の新しいところでは、大きな被害をもたらし

た災害を体験していない、平和ぼけした身にと

っては、あまりにも衝撃的なことばかりであっ

た。そうした中で記憶を風化させず未来に残そ

うとする人たち、前を向き将来を担う人材を育

てようとしている人たちの姿に心を動かされた。

私達は大切な子どもたちの「命」を預かってい

るという自覚を常に持ち、備えや心構え、体制

づくりなど、「想定外」や「未曾有」のことに立

ち向かっていかなければならないのだというこ

とを改めて感じた。 

・「2011.3.11」あの日から 8 年・・・ずっと「いつ

か被災地を訪問したい！」との思いが募ってい

たが、“事”の重さを受け止められるか二の足を

踏んでいた。今回、今後の防災教育を考えるべ

き教員たちと訪問できたことは今後の教員人生

に大きな一石となった。 

 東日本大震災からの復興は道半ば・・・防潮堤や

幹線道路等のインフラ整備にはまだ数年かかり

そうな印象であった、「早く急いで！」という気

持ちであったが、住民からは必ずしも支持され

ていない現状もあり、行政の復興支援が被害者

の意に反して進められていることを知った。観

光地としての景観が「防災＆復興」の名の下に

壊されている気がしてならなかった。自然を“文

明の力”で押さえつけるのではなく、共存共栄の

道を模索していくことが真の教育であると考え

た。この経験から学んだ我々には得た教訓を後

世に伝えていく義務があると感じた。 

・これまで被災地には、震災半年後にプライベー

トで、その後も研修会等で何度か訪問した。そ

の中でも特に陸前高田市の奇跡の一本松のちか

くにあった気仙中学校校舎を見たとき、家族み

な言葉が出なかった記憶がある。時間を空け訪

問する毎にすごいスピードでインフラ面で復興

していく様子を感じることができた。一方で人
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口減少、温暖化による漁獲量の減少など、目に

見えない部分で地域が衰退していっていること

を今回、徳水先生や語り部の方から聞くことが

でき、震災が地域に与えた影響の大きさを知る

ことができた。事前に見た防災教育のＤＶＤで

触れられていたように今回の経験がこの後の世

代にしっかり受け継がれ、災害文化として定着

し、日本という災害大国の中で生き抜く力を身

に付けていってほしいと切に願う。 

 

 

学卒院生 

・この研修旅行を通して、自分の環境はとても幸

せなことなのだと日々のありがたみを感じた。

私は災害ということを経験したことがない。3．

11 のときも岐阜にいて、計画停電もなく、すべ

てがテレビの中の映像という気持ちしか持てな

かった。災害を経験した人しか分からないこと

があると思う。しかし、私にはそれを分かろう

とすることやそういうことが起こらないように

対策を考えることはできる。実習などでは分か

りやすい授業を目指し取り組み、たくさん悩ん

でいるが、生徒の命や心、人権を守ったり、尊重

したり、人として教員として大切なことがもっ

とあるということを学ぶことができた。 

・震災から 8 年が経った。私が宮城県で小学校の

教師になることには震災を経験していない、も

しくは記憶にない児童がほぼ全員になるだろう。

私も被災者であるので、もちろん児童にしんさ

いについて教えるつもりであった。しかし、今

回の研修旅行を通して震災について教えるには

自分だけの経験では足りないと分かった。これ

から多くの人に会ったり、場所に行ったりして

学んでいきたい。 

・今回の研修旅行で現地に行って、自分の目で見

たもの、自分の耳で聞いたこと、自分の肌で感

じたものは今後の私の人生の大きな宝になると

感じた。震災や被災地のことはメディアで見て

分かった気になっていたが、実際に目で見たり

感じたりすることで本物の迫力を感じることが

できた。この経験を今後の自分の生活に生かし

ていくだけではなく、これから生まれてくる、

大人になっていく子どもたちにも伝え受け継い

でいかなくてはならないと思った。 

・今回、一番印象に残ったのは大川小跡地への訪

問です。後になってみれば、津波が来るのだか

ら高いところに行け！となりますが、地震によ

る土砂崩れの方が当人たちの危機意識は高かっ

たのだと思います。おそらく私も同じように避

難させていたと思います。ネットや人伝えの情

報だけだとまずそうは思うことができなかった

と思います。「百聞は一見にしかず」。体験とい

う場の大切さをとても感じました。指導の際に

活かしていきたいです。 

・災害というのは誰も予知していないことである。

「大丈夫だろう」という慢心が命取りとなるの

で、私も将来、学校教師の一員として学校周辺

の環境を理解し、対策を考えたい。私は社会科

を専門とした教師を目指しているので、防災教

育をする機会も多いかもしれない。その際はせ

いぜいこのくらいではなく、想定外を想定した

授業を心がけたい。 

・今回の研修旅行では宮城教育大学大学院との交

流会、被災地の訪問が主なテーマであった。い

ずれもパンフレットや本、インターネットなど

で情報を得ることができる。しかし、実際に場

所に行き、人々から話を聞いたり、目で見て確

かめたりすることで、状況や人々の思いを深く

知るとともに、当事者意識をもって「大学院の

あり方と残りの過ごし方」「震災の具体的状況、

復興のあり方、防災の事前・事後教育のあり方、

進め方等」を広い視野から捉えたり、自己の認
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識を改めたりして、学びに生かすことができた

と思った。昨年の岩手での研修旅行で学んだこ

とや感じた事とも比較して、今回の学びを価値

づけていきたい。 
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教職大学院「学校危機管理の現状と課題」における 

危機管理に関する指導案、研修案 
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- 1 - 

 

防災に関する職員研修会（水害編） 実施案 

 

学校マネジメントコース 齊藤 雅子 

秋田県立ＡＭ高等学校 防災委員会 

 

１ テ ー マ  「経験したことのない大雨 その時どうする？」 

 

２ 目  的  近年多発している大雨とそれに伴う災害に関して、安全知識や防災対応力を身に

付け、生徒の安全を守る我々の職務に生かす。 

 

３ 対  象  ＡＭ高等学校教職員 

 

４ 研修時間  １時間４０分 

 

５ 会  場  ＡＭ高等学校会議室 

 

６ 講  師  前Ａ地方気象台長／Ｂ放送気象キャスター Ｗ 氏 

 

７ 研修の流れ 

時 間 研 修 の 内 容 備 考 

５ 

 

 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ファシリテーターによるイントロダクション 

  ・講師の紹介、研修の目的と流れ確認 

 

２ 講師によるレクチャー 

  ①強い雨 

  ②河川の増水 

  ③河川の氾濫 

  ④浸水 

  ⑤がけ崩れ 

  ⑥土石流 

  ⑦大災害から身を守るには？ 

  ⑧地域の災害リスクを知る 

  ⑨身を守るための知識を持つ 

 

 

 

 

 

・スライドや動画をもとに、 

 講師による講義形式で進め  

 る。 

 

 

 

 

 

 

 

・講義内容に関する質問があ 

 れば、ここで受ける。 
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時 間 研 修 の 内 容 備 考 

３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３５ 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

３ 

３ グループワーク 

 仮想の町の住人となり、大雨が降ったときの対応に

ついてグループで考え、まとめる。 

 ステップ①準備すべきこと 

  ・浸水や土砂災害の危険箇所が分かる地図と情報 

   資料Ａ・Ｂをもとに、台風接近に備えてどのよ 

   うな準備が必要か話し合う。 

 ステップ②避難するときの経路 

  ・警戒レベルが次々上がっていく中で、どのよう 

   な行動をとれば良いか、情報資料ＣＤＥＦをも  

   とに話し合う。 

  ・避難する場合はその経路を地図に書き込む。 

 ステップ③既に災害が発生していたら 

  ・既に３つの災害が発生していたという追加情報 

   をもとに、対応や避難経路をどう変えるか話し 

   合う。 

 

４ 各グループの発表 

  ・各グループ５分×７班（質疑応答込み） 

 

 

５ 講師による講評とまとめ  

  ・浸水の恐ろしさ 

  ・安全行動三原則 

  ・災害への心構え 

  ・身を守るための意識や知識 

  についてふれる。 

 

６ 事後アンケートの記入 

 

・グループ内の役割分担を決 

 める（リーダー、記録、発 

 表、くじ） 

・ファシリテーターはルール  

 を説明する。 

・くじ引きで、住んでいる場 

 所、住んでいる家、家族構 

 成を決める。 

・ステップごとに各グループ 

 へ地図や情報資料が入った 

 封筒を配る。 

 

 

 

 

 

 

・各グループのワークシート 

 や地図を貼り付けるための 

 模造紙を準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アンケート用紙を配る。 

 

８ 準備するもの 

  ・ポータブルマイク＆スピーカー 

  ・ＰＣ、プロジェクター、スクリーン 

  ・グループワーク用資料、付箋 

  ・事後アンケート用紙 
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防災職員研修会
（水害編）

秋田県立ＡＭ高等学校 防災委員会

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

イントロダクション

レクチャー

グループワーク

発表

講評・まとめ

事後アンケート

レクチャー

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

29

地域の災害リスクを知る

災害から身を守るための
知識を持つ

１

２
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《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

大雨注意報・洪水注意報
[警戒レベル２：避難方法確認]

大雨警報・洪水警報
[警戒レベル３：高齢者など避難]相当

土砂災害警戒情報
[警戒レベル４：全員避難]相当

大雨特別警報
[警戒レベル５：命を守って！]相当

テレビ
ラジオ

携帯電話

防災無線広報車

WEB

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

グループワーク

ステップ①

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

避難場所２

Ａ

Ｂ

避難場所１

４日(金)18時のローカルニュース

台風が接近しています。
大雨に警戒して下さい。

Ａ

大型の台風第１５号は、日本の南を西北西へ進んで
います。

台風は、５日には暴風域を伴いながら四国の南から
紀伊半島沖を北東に進み、６日には東日本の太平洋
側に上陸するおそれがあります。

台風の接近に伴い、５日夜遅くから６日にかけて雷を
伴った非常に激しい雨※の降るところがあるでしょう。

低い土地の浸水、土砂災害、河川の急な増水、氾濫
などに警戒してください。

今後の台風情報や、気象台が発表する警報、注意報、
気象情報に十分留意してください。

※ 「非常に激しい雨」 ⇒ １時間に50～80ミリの雨
－25－



Ｂスマートフォン、携帯電話、パソコン等による情報の取得

令和××年１０月５日５時００分 △△気象台発表

△△県の注意警戒事項

△△県では、５日昼前から６日明け方まで低い土地の浸水や河川の

増水に注意してください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

○○市 ［発表］大雨，洪水注意報

特記事項 浸水注意

５日昼過ぎまでに大雨警報（浸水害）に切り替える可能性がある

５日昼過ぎまでに洪水警報に切り替える可能性がある

浸水 警戒期間 ５日昼過ぎから ６日未明まで

注意期間 ５日昼前から ６日明け方まで

１時間最大雨量 ６０ミリ

洪水 警戒期間 ５日夕方から ６日未明まで

注意期間 ５日昼前から ６日明け方まで

付加事項 突風

（参考）上記警報等に対応する警戒レベル
土砂災害 警戒レベル２（避難行動の確認が必要とされる状況）
洪水 警戒レベル２（避難行動の確認が必要とされる状況）

グループワーク

ステップ②

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

Ｃ

令和××年１０月５日１３時３０分 △△気象台発表

△△県の注意警戒事項

６日明け方まで土砂災害に、６日未明まで低い土地の浸水や

河川の増水に警戒してください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

○○市 ［発表］大雨（土砂災害、浸水害），洪水警報

特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒

土砂災害 警戒期間 ６日明け方まで

注意期間 ６日昼過ぎまで

浸水 警戒期間 ６日未明まで

注意期間 ６日朝まで

雨のピークは５日夜遅く

１時間最大雨量 ６０ミリ

洪水 警戒期間 ６日未明まで

注意期間 ６日明け方まで

付加事項 はん濫 突風

スマートフォン、携帯電話、パソコン等による情報の取得

（参考）上記警報等に対応する警戒レベル
土砂災害 警戒レベル３相当（高齢者等の避難が必要とされる状況）
洪水 警戒レベル３相当（高齢者等の避難が必要とされる状況）

非常に激しい雨の降るところが
あります。予想される雨量は、多
いところで１時間に６０ミリ・・・

Ｄ

大型の台風第１５号は、６日昼前から夕方にかけ
て本県に接近する見込みです。

台風の発達した雨雲がかかるため、県内では５日
昼過ぎから６日にかけて、雷を伴って非常に激しい
雨※の降るところがあり、大雨となるおそれがありま
す。

予想される雨量は、５日１２時から６日１２時までの
２４時間で２５０ミリに達する見込みです。

気象台によりますと、１２年前に本県に大きな被害
をもたらした「台風第１０号」に匹敵する大雨となる可
能性があるとのことです。

引き続き、低い土地の浸水、土砂災害、河川の急
な増水、氾濫などに厳重に警戒してください。

今後の台風情報や、気象台が発表する警報、注意
報、気象情報に十分留意してください。

５日(土)14時のローカルニュース

※非常に激しい雨
滝のように降る雨
（ゴーゴーと降り続く）
雨量は１時間に50～80ミリ

Ｅ

△△県土砂災害警戒情報 第１号
令和××年１０月５日 １８時３０分
△△県 △△気象台 共同発表

【警戒対象地域】
◇◇市 ◆◆町

【警戒文】
〈概況〉

降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危
険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常
に危険な状況です。

〈とるべき措置〉

避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベ
ル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など
土砂災害警戒区域にお住まいの方は、市町村から発
令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全
な場所への速やかな避難を心がけてください。

スマートフォン、携帯電話、パソコン等による情報の取得 Ｆ

６日(日)４時1５分の臨時ニュース

令和××年１０月６日４時１０分 △△気象台発表

△△県の注意警戒事項
【特別警報（大雨）】６日昼前まで土砂災害に警戒してください。
６日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◇◇市 ［発表］大雨特別警報（土砂災害、浸水害） ［継続］洪水警報
特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒
土砂災害 警戒期間 ６日昼前まで

注意期間 ６日夜のはじめ頃まで
浸水 警戒期間 ６日朝まで

注意期間 ６日昼前まで
１時間最大雨量 ７０ミリ

洪水 警戒期間 ６日昼過ぎまで
注意期間 ６日夕方まで

付加事項 はん濫 突風

４時１０分に大雨特別警報が発表されました。◇◇市、◆◆町を中心
に、これまでに経験のないような大雨となっています。土砂崩れや浸水
による何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒
レベル５に相当する状況です。命を守るために最善を尽くしてください。

スマートフォン、携帯電話、パソコン等による情報の取得

（参考）上記警報等に対応する警戒レベル
土砂災害 警戒レベル５相当（災害がすでに発生している状況）
洪水 警戒レベル３相当（高齢者等の避難が必要とされる状況）
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避難場所２

Ａ

Ｂ

避難場所１

グループワーク

ステップ③

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

実は発生していた災害

水路があふれる

がけ崩れが発生する

川があふれる

10月5日（土） 13時30分

10月5日（土） 20時00分

10月6日（日） 11時00分

グループ発表

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

講評・まとめ

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

－27－



《テーマ》
「経験したことのない大雨 その時どうする？」

災害は「まさか」ではなく
「いつか」起きるものと認識せよ！

「自分は大丈夫」とは思わない！

「自らの身は自ら守る」「大切な人の
命を守る」という意識を持つ。

【引用・参考資料】気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jma-ws/index.html

－28－



避難訓練及び引き渡し訓練の実施に
関わる校内研修会

学校マネジメントコース
2519310 三浦 和義

引き渡し訓練の必要性

文部科学省「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」より

引き渡し訓練の必要性

判断を含めた引き渡しの
ルール（マニュアル）づくり 文部科学省「学校防災マニュアル（地震・津波災害）

作成の手引き」より

文部科学省「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」より

【実施日時】
令和元年 ○月○日（○） １１：００～１２：００

【引き渡し訓練のねらい】

①様々な場面での非常事態発生を想定し、児童生徒を安全
で確実に保護者へ引き渡しを行う。

②マニュアルに従い、小中学校の教職員が連携して行動を
取れるかどうか確認する。

避難訓練及び引き渡し訓練

－29－



引き渡し前の避難訓練

避難場所へ移動

引き渡し訓練へ

引き渡し訓練

児童の動き

－30－



保護者の動き

＊保護者向けの説明資料にもなります。

校地内は緊急車両
の出入りが想定さ
れます！

☆対象児童生徒を呼び、「この人は誰ですか？」と聞き、確認する。－31－



この後、体育館に行って、配置に付き、
動きを確かめましょう！

①自分の担当（配置）に付き、保護者や子どもの動線に
立って、分かりにくいことがないかなど確かめます。

②職員間で保護者や子どもの役になって、実際に動き、
不具合がないか確かめます。

引き渡し訓練後の対応

１ 避難訓練を含めた児童の振り返りの場の設定
２ 教職員へのアンケート実施

３ 保護者へのアンケート実施
（質問事項）
①訓練の際、引き受け人になった方は？
②引き渡し訓練の必要性は？
③事前に提出していただいた引き渡し登録名簿の記入（内容・方法）は？
④引き渡し方法の説明に関する学校からのお知らせは？
⑤引き渡しの手順は？ （スムーズに引き受けることができたか？）
⑥実際に引き渡しが必要になった場合、どのくらいの時間で学校に来られるか？

この結果を基に、「引き渡しマニュアル」の改善を図っていく。
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令和○年度 避難訓練～引き渡し～

避難訓練～児童・生徒 引き渡し～

実施日 令和○年○月○日（○）

実施時間 １１：００～１２：００

ねらい 様々な場面での非常事態発生を想定し、小中学校の教職員が連携行動を取れるよう確認を行う

下記確認事を職員間で共通理解を図る。

確認事項 ◇引き渡しは家族以外には行わない。
◇校庭への車の乗り入れは禁止。

→ 場合によっては２次避難場所や緊急車両が乗り入れるため。
◇兄弟姉妹整列の手順

①学年ごとに整列。並び終わったら座る。
②引き渡し場所にいる一番大きい学年から、その場所に弟妹のいる人は立つ。

大きい学年とは中３兄姉→中２兄姉・・・→小６・・・・・・小２
③下の学年の人が、兄姉のいるところへ移動をする。

● ●

訓練の実際 災害対策本部 学級担任

地震発生

☆緊急地震情報の音を流す（教頭）
☆非常放送（２回繰り返す）
◆第１次通報（教頭）
「避難訓練、避難訓練、ただいま
大きな地震が発生しました。安
全な場所で、次の指示を待ちな
さい」 《３０秒おく》 ◇静かに放送を聞かせる

初期避難
◇揺れがおさまるまで机の下に入り脚を持たせるなど，落ちてこない

・倒れてこない・移動してこない場所に身を寄せて，二次対応の
指示が出るまで地震の安全を確保させる。

二次対応 二次対応

対応検討
二次避難の有無
避難場所の決定・連絡

二次避難 二次避難

◆第２次通報 ◇出入り口を開けさせる。
「前庭へ避難しなさい！」 ◇落ち着いて行動させる。

◇外へ出たら駆け足で集合。
災害本部設営 速やかに整列。

１１：００

１１：０２

- 2 -

避難時学年名簿持参
児童・生徒を避難場所へ

エリア確認
安全確認 学年ごとに整列。

必要があればさらに避難 並び終わったら座る。

児童避難確認報告
○学級担任 → 教頭
エリア確認最後尾 → 教頭

○避難が確認できた学級はその場
に座る

○教頭は職員・来校者避難確認を
行う

避難確認 避難確認報告を受ける 災害本部に報告
校長 ← 教頭

校内安全確認
情報収集

小中連絡 引き渡し実施確認

い：引き渡し場所の決定
小学生 体育館へ移動
中学生 小学校へ移動

児童玄関より校内へ

か①避難時学年名簿持参

か②児童生徒を待機場所へ
学年ごとに整列。並び終わったら座る。

え：引き渡し方法の説明
整列後、上の学年で弟妹のいる人はその場に立つ。

き：弟妹移動
下の学年の人が、兄姉のいるところへ移動をする。

引き渡し
模擬引き渡し 引き渡し

小学校 高学年

中学生 か③名簿へチェック

か④連絡先の確認

模擬引き渡しが終了したら

い：引き渡し状況の集約 か⑤災害本部に報告

訓練おわりの会

終了

１１：１０

１１：１５

１１：２０

１１：３５

１１：４５

１２：００

１１：５５
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担 当
活動内容

小学校 中学校

あ 準備 準備 小学校職員 ２年担任

・長机 ５ （保健 研究主任
職員室入り口付近に ・学年表示 安全部） ３年担任

常時設置 ・保護者誘導用 栄養教諭
カラーコーン ○養護教諭

・引き渡し確認全校

カード

・マジック

・メガホン

い 引き渡し場所の決定 災害対策本部 ●避難場所 校長

引き渡し状況の集約 校長 教務 教務主任
教育委員会に報告

●職員室 教頭
教頭 事務 事務職員

う 保護者の誘導 小学校校門 小学校 ６年担任

プール横 校務員 ４年担任

え 引き渡し方法の説明 弟妹移動 小学校 生徒指導主事

＊全体把握 生徒指導

お 体育館内保護者誘導 保護者を引き渡し 中学校職員

学年へ

か ①避難時学年名簿持参 １年部 担任と補助

②児童を待機場所へ ２年部 〃
（弟妹移動） ３年部 〃

４年部 〃
③名簿へチェック ５年部 〃

６年部 〃
④連絡先の確認 →帰宅後の連絡先

は自宅？確認

⑤災害本部に報告 →報告は学担が行
う ＊養護教諭 栄養教諭

き 残った児童の保護 全職員

災害対策本部の指示を受ける

救 護 養護教諭

＊支援員の先生 → 避難時 支援を要する児童へ対応

＊引き渡し完了後 → 他学年での対応

誘導

- 4 -

引き渡しの方法

①保護者は体育館玄関から自分の下足を持って入る。
＊雨天時用に下足入れ袋を体育館玄関に準備済「救急 BOX」

②児童・生徒の学年クラスの前の場所へ行く。
○兄弟がいる場合は，上の学年・組の場所いる。

③学年担当者は児童生徒の氏名，迎えに来た人の氏名・続柄をきく。
○例）○年○組の○○○○です。父親の○○です。

④対象児童生徒を呼び、「この人は誰ですか？」と聞き、確認する。
⑤確認が済んだら，お子さんを引き渡す。

本部

②③④お子さんの学年・クラスの前の場所に行き、引き取る

①自分の下足を持って入る

校庭への車の乗り入れ禁止

⑤児童玄関から帰る

中学生の動き

引き渡し場所が小学校内の場合
①、児童玄関から校内に入る。
② 外履きは、児童玄関 緊急時 BOX内の袋に入れて持参する。
③ 学年ごと整列する際、姉妹のいる人は後方に並ぶ。
④ 上の学年から兄姉が立ち、下の学年の人が、兄姉のいるところへ移動をする。

中

２

中

３

体育館入り口

中

１

小

１

小

２

小

３

小

４

小

５

小

６ス

テ

ー

ジ

児

童

玄

関
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【学校提出用】
令和○年度

緊急時引き渡し登録名簿

ふりがな

お子さんのお名前

該当する項目に ( ○ ) 印をして、必要事項を記入して下さい。

（ ）小・中学校に兄姉がいます。

兄姉の氏名をご記入下さい。

兄 姉 氏 名

（小・中） 年 組 氏 名

（小・中） 年 組 氏 名

（小・中） 年 組 氏 名

（ ）小・中学校に兄姉はいません。

緊急時引き渡し登録者をご記入下さい。

児童生徒
番号 引き渡し登録者名 備 考

との関係

１ （保護者）

２

３

－35－



＜心のケア＞校内研修プログラム 

学校マネジメントコース 仙道 英悦 

 

Ａ小学校 

１ 研修会名     「心のケア」研修会 

 

２ 研修のねらい 

  〇災害発生時や発生後に表れるストレス症状の特徴についての基本的な理解を深める。 

  〇ストレス症状の見られる子どもへの基本的な対応を学ぶとともに、自校の実態や児童の発達段階

に応じた対応策を検討する。 

 

３ 研修の実際（70 分） 

時間 研修の内容 講師の支援・留意点 

３ 

 

５ 

 

 

 

７ 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

１ 研修のねらいと流れの確認をする。 

 

２ アイスブレークを行う。 

 ・ペア・リラグゼーションでリラックスした状

態を確認する。 

 

３ 震災の映像を視聴する。 

 ・DVD で震災時の映像を視聴する。 

 ・被災地の写真を見る。 

 

４ 災害による心的ストレスやその対応につい

ての基本的な考え方を知る。 

 ・資料「学校における心のケア」（文科省：2014）、

「心のケア」（兵庫県教育委員会：2003）をもと

に、災害後の子どものストレスや心のケアに関

する基本的な考え方を学ぶ。 

 

５ 災害後の子どものストレスとその対応につ

いて、ケースメソッドを行う。 

 ・事例をもとに、グループで具体的な対応方法

を検討する 

※資料「災害を受けた子どもたちの心の理解

とケア」（兵庫県教育委員会：2011） 

 

６ グループごとに検討したことを発表する。 

 

 

・研修のゴールを示し、共通理解を図ると

ともに見通しをもたせるようにする。 

・隣の席の人と行わせ、リラックスした雰

囲気づくりをするとともに、震災映像の

視聴に備えさせる。 

 

・極度のストレスを示さないよう、事前に

内容に触れる。 

 

 

・資料をもとに、プレゼンテーションを行

う。 

・養護教諭から、子どものストレスの状態

やケアの方法について、具体的に説明し

てもらう。 

 

 

・資料は事前に配布し、考えを持ち寄るよ

うにしておく。 

・1 グループ 3 名程度とする。 

・付箋を使って、ホワイトボードにまとめ

させる。 

 

 

・１グループ 3 分程度とし、講師はタイム

キーパーとなる。 
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５ 

 

10 

 

 

５ 

 

 

 

5 

７ ケアのポイントのまとめをする。 

 

８ 教職員のメンタルヘルスについて、基本的な

考え方を知る。 

 ・資料やプレゼンテーションで、メンタルヘル

スの基本について学ぶ。 

  ※資料「学校防災プログラム」（兵庫県教育委

員会：2003） 

 

９ リフレクションを行う。 

 ・グループ内で学びを振り返る。 

・心のケアをする際の重要なポイントや留

意点を、全体で確認する。 

・児童や保護者の心の苦痛に接することに

よる二次的被災について知る。 

・児童や保護者の心のケア、避難所運営な

どで自身のケアが後回しになってしまう

という実際の例を紹介する。 

 

 

・研修を振り返るとともに、緊急時だけで

はなく日常のケアの重要性についても触

れるようにする。 

 

 

 

【参考資料】 

◆「学校における心のケア」（文科省：2014） 

◆「災害を受けた子どもたちの心の理解とケア」（兵庫県教育委員会：2011） 

◆「学校防災プログラム」（兵庫県教育委員会：2003） 

◆「同第 6 章より～『心のケア』」（兵庫県教育委員会：2003） 
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被災児の「心のケア」
校内研修プログラム

学校危機管理の現状と課題

羽後町立三輪小学校

校内研修会

災害大国日本

台風15号・19号

九州北部豪雨

熊本地震

東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）

阪神淡路大震災

秋田県でも

雪害
日本海中部地震

（M7.7）
東成瀬地震（直下型）

研修会のねらい

災害発生時や発生後に表れるストレス
症状の特徴についての基本的な理解を
深める。

ストレス症状の見られる子どもへの対
応を学ぶとともに、自校の実態や児童
の発達段階に応じた対応策を検討する。

研修会の流れ（70分）

①研修のねらいと流れの確認(3分)

②アイスブレーク(5分)

③震災の映像視聴(7分)

④子どものストレス症状とその対応(15分)

⑤ケース・メソッド(25分)

⑥職員のメンタルヘルス(10分)

⑦リフレクション(5分)

②アイスブレーク

ペア・リラクゼーションをやってみよう

兵庫県教育委員会ホームページより－38－



③東日本大震災のDVD視聴

視聴途中に体調が悪く
なった方は、お申し付

けください。

※アイスブレークには、
視聴前のリラクゼーショ
ンの意図もあります。

④子どものストレス症状とその対応

(1)子どものストレス症状の特徴

心の症状だけでなく身体の症状も現れやすい

＜小学校低学年＞

腹痛、嘔吐、食欲不振、頭痛などの身体症状が現
れやすく、それら以外にも興奮、混乱などの情
緒不安定や、行動上の異変（落ち着きがなくなる、
理由なくほかの子どもの持ち物を隠す等）など
の症状が出現しやすい。

～文部科学省ホームページより～

スクールカウンセ
ラーが配置されて
いる学校は、SCに
よるレクチャーだ
とより効果的かと
思います。

(1)子どものストレス症状の特徴

心の症状だけでなく身体の症状も現れやすい

＜小学校高学年＞

身体症状とともに、元気がなくなって引きこもり
がちになる（うつ状態）、ささいなことで驚く、
夜間に何度も目覚めるなどの症状が目立つよう
になり、大人と同じような症状が現れやすくなる。

～文部科学省ホームページより～

④子どものストレス症状とその対応

(1)子どものストレス症状の特徴

～文部科学省ホームページより～

◆急性ストレス障害（Acute Stress Disorder）

持続的な再体験症状・体験した出来事を

繰り返し思い出し、悪夢を見たりする・体

験した出来事が目の前で起きているかのよう

な生々しい感覚がよみがえる（フラッシュ

バック）等

④子どものストレス症状とその対応

(1)子どものストレス症状の特徴

～文部科学省ホームページより～

◆急性ストレス障害（Acute Stress Disorder）

感情や緊張が高まる覚せい亢進症状・よく

眠れない、イライラする、怒りっぽくなる、

落ち着かない、集中できない、極端な警戒心

を持つ、ささいなことや小さな音で驚く 等

④子どものストレス症状とその対応

(1)子どものストレス症状の特徴

～文部科学省ホームページより～

◆外傷後ストレス障害（Posttraumatic Stress 

Disorder）

災害や事件・事故後に、ASD のような強いストレス症状「再

体験症状」、「回避症状」、「覚せい亢進症状」が現れ、それ
が 4 週間以上持続した場合は「外傷後ストレス障Posttraumatic 

Stress Disorder」（以下「PTSD」）と呼ぶ。また、これらの症状
は、災害や事件・事故からしばらく経ってから出現する場合が
あることを念頭に置く必要がある。

④子どものストレス症状とその対応
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(2)基本的な対応方法

～文部科学省ホームページより～

① ストレス症状を示す子どもに対しては、ふだんと変わらな
い接し方を基本とし、優しく穏やかな声かけをするなど本人
に安心感を与えるようにする。
② ストレスを受けたときに症状が現れるのは普通であること
や症状は必ず和らいで行くことを本人に伝え、一人で悩んだ
り孤独感を持たずに済むように、信頼できる人に相談したり、
コミュニケーションをとることを勧める。
③ 子どもがなるべくふだんと変わりない環境で安心して学校
生活が送れるようにすることで、子どもに落ち着きと安全感
を取り戻させるようにする。

④子どものストレス症状とその対応

～文部科学省ホームページより～

④ 学級（HR）活動等において心のケアに関する保
健指導を実施する。強いストレスを受けたときに起
こる心や体の変化、ストレスの対処方法（誰かに相
談する、おしゃべりする、話しを聞いてもらう、体
を動かす、音楽をきく等）等について発達段階に応
じて指導し、心が傷ついたりしたときどのように対
処したらよいかについて理解を深め、生活に生かせ
るようにする。

(2)基本的な対応方法

④子どものストレス症状とその対応

～文部科学省ホームページより～

⑤ 保護者に対しては、ストレス症状についての知
識を提供するとともに、学校と家庭での様子が大き
く異なることがあるため、緊密に連絡を取り合うこ
とを心がける。

⑥ ストレス症状に、心理的退行現象と呼ばれる一
時的な幼児返り（幼児のように母親に甘えるなど）
が認められることがあるが、無理に制止することな
く経過観察するようにする。

(2)基本的な対応方法

④子どものストレス症状とその対応

～文部科学省ホームページより～

⑦ 症状から ASD や PTSD が疑われる場合には、
児童精神科医などの専門医を受診する必要があ
る。学校医等の関係者と相談の上、受診の勧め
を行い、専門医を紹介するなど適切な支援を行
う。

ASD 及び PTSD と診断された場合は、専門医
との連携が不可欠となる。

(2)基本的な対応方法

④子どものストレス症状とその対応

～文部科学省ホームページより～

⑤ケース・メソッド

（１）被災のあらまし～震災時、家が停電し、暗闇の中で
打撲した家族が「うぅー」という苦しげな声をあげるのを
聞き、子どもは強い恐怖を感じた。子どもと家族は救出さ
れたが、けがをした祖父は入院した。
（２）被災直後から学校再開まで震災後～学級担任が安否
確認に家庭を訪れた。母親に本児の様子を尋ねたところ、
家では暗いところを怖がり、夜一人で眠れず、怖くてトイ
レに行けないことや、ビルのエレベーターに乗れない状態
であることが分かった。また、頭痛や腹痛などの症状も出
現していた。

◆被災直後から一過性の不安症状を呈した事例（小学校４年生女子）

⑤ケース・メソッド

問１ あなたはどのような組織対応をしますか？
・管理職 ・養護教諭 ・生徒指導主事

etc

問２ あなたは学校再開後、児童や保護者にどの
ような心のケアをしますか？

事前に資料を配布し、あらかじめ考えを持ち寄ります。付箋紙に記入
し、模造紙に張り付けていきます。最後に全体でシェアします。

◆それぞれのグループで対応策を検討しましょう！
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⑥職員のメンタルヘルス

(1)教職員の被災状況及び心身の健康状態の把握
(2)自然災害等におけるストレス反応についての啓発
(3)共感から生まれる安堵と安心
(4)休息を取り、気持ちを語り合う
(5)自己の心身の健康管理に努める
(6)自然災害時の校内体制づくり

～文部科学省ホームページ

「子どもの心のケアのために」

第5章参照

養護教諭からのレク
チャーも、より効果
的だと思います。

⑦リフレクション

＜今日の学びを振り返って＞

●新たに学んだこと
●あらためて確認しておきたいこと
●今後の防災マニュアルの改善に向
けて etc
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第４学年 A組 社会科学習指導案 

カリキュラム・授業開発コース 沼田 充貴 

市立Ｓ小学校 

１. 小単元名『事故・事件のないまちを目ざして』 

 

２.小単元の目標 

  身近な地域の中で事故・事件防止の工夫がある場所やあぶない場所を調べて安全マップにまとめ、今の自

分たちにでもできることを提案することができる。  

               

３.本時の実際（本時３/６） 

（１）ねらい 

フィールドワークで調べたことを基に安全マップを作成し、児童自身の登下校において気を付けるべき事項

を考えることができる。                           【思考・判断・表現】                         

                                   
（２）学習過程 
学習
過程 

学習活動 
・予想される子どもの姿 

時
間 

学習
形態 

教師の支援 
評価規準 

 
つ 
か 
む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学 
び 
合 
う 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 問題意識をもつ。 
 
 
 
② めあてを確認する。 
 
 
 
③ 安全マップを作成する。 
 
 
 
 
 
 
 
④ 安全な登下校のために、どのようなこ
とに気を付けたらよいかを話し合う。 
 
 
 
 
 
 
⑥ まとめる。 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 振り返る。 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

2
0 
 
 
 
 
 
 

1
5 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
一斉 

 
 
 

一斉 
 
 
 

グル
ープ 

 
 
 
 
 
 

グル
ープ 

 
 
 
 
 
 
個 
 
 
 
 
 
 
 
 
個 

 
〇問題意識をもたせられるように、児童たち
自身の登下校において危険だったことや危険
につながりそうなことを問う。 
 
 
 
 
 
〇児童たちが自分たちにもできることを話し
合う時間を確保できるように、グループ内で
の役割分担をする場を設ける。 
 
〇児童たちがフィールドワークで撮影した写
真を現像したものや白地図、シールを配布す
る。 
 
〇学区内の他の地域ではどのような工夫や注
意事項があるのか共有できるように、話し合
ったことを全体に発表する時間を設ける。 
 
〇発表の際は、他のグループの人にも理解で
きるように、作成した安全マップを黒板に掲
示する。 
 
〇まとめの視点を提示する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇振り返りの視点を提示する。 
 
〇机間巡視で児童を数名抽出し、振り返りを
全体に共有する場を設ける。 
 

 

安全な登下校のために役わりを決めて「桜安全マップ」をつくろう！ 

・それぞれの地区に、スロープや点字
ブロックなどがあり、安全のための
工夫がされていることが分かった。
ぎゃくに、横森にはせまい道路が多
く気を付けなければならない。 

・ぼくが住んでいる桜ヶ丘でも、登
校する時は交通安全ボランティア
の人が立っているし、110番の家が
ある位置も分かったので何かあっ
たら助けを求めたい。 

作成した安全マップを基に、児童自身の登

下校において気を付けるべき事項を考え

ることができる。【思考・判断・表現】 
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小学校 第 1 学年 学級活動指導案 

カリキュラム・授業開発コース 飯澤玲央 

市立Ａ小学校 

 

１ 題材名 「じしんがおきたら？」 

 

２ 単元の目標 

 ・学校生活で地震が起きた際に避難行動をとることができる。 

 ・地震に対して、自らの安全を確保するための日常的な備えができるようにする。 

 ・自分の命を自分で守ることを認識して、今後の生活に生かすことができる。 

 

３ 単元設定の理由 

（１）児童観 

児童は、授業中では教師がいるため避難することはできるが、休み時間に教師がいない

状況において、安全に避難する手段（場所・方法）を知らず、 不安を感じている児童が

多いのではないかと思われる。 

学習に対しては、どの教科の授業でも同じように意欲的に取り組むことができる。授業

内のグループ活動においては、積極的に自分の意見を発信し、仲間と協力して学びを深め

ることができる。一方で、学んだことを実生活に生かすということには課題が見られる。

今回の単元で取り扱う自信に関する知識は、これから生きていくうえでとても大切なもの

である。地震にあった際に適切な判断をし、安全のための行動をとることができる。 

 

（２）単元観 

本校の防災教育目標は、「主体的に行動し、自分の命は自分で守ることができる力をつ

ける。」となっている。低学年では、危険を回避する力の育成を目指している。生活科で

の地域探検では避難場所の確認や、学校外ではどこが危険かについて考えを深めてきた。

しかし、地震がいつ、だれと、どこにいるときに起こるか予測できないため、より自分の

命を守る確かな力を身につけることが必要であると思い、本単元を設定した。 

 

（３）教材観 

本教材は、小学校学習指導要領特別活動（学級活動）内容（２）日常の生活や学習への適

応と自己の成長及び健康安全、ウ心身ともに健康で安全な生活態度の形成に基づいて設定

したものである。 本時の学習では、地震が発生した場合には、どんな危険があり、また

学校の安全な避難場所はどこかを知り、危険な状況を回避するための正しい知識を獲得し

実践できる態度を養いたい 。揺れが起きたら、机の下にもぐる、ランドセルや荷物で頭

を守りつつ、揺れが収まったら近くの避難場所へ移動することを今後の避難訓練と関連づ
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け、学習していきたい。そこで、それぞれの児童が 自分の命をいかにして守っていくの

かを、主体性を持って積極的に考え、友だちと交流する中で、児童自らが安全に避難する

ために何をしたらいいのか、より現実の問題として行動できることを自己決定させたい。

そして事後指導では、避難訓練ですばやく適切な行動がとれたかどうかをふりかえりカー

ドで自己決定したことができたか児童が確認し、更なる実践力へとつなげていきたい。 

 

４ 全体計画 

主な学習活動 目標 時数 

○学校生活において地震が起きた際に自

分の命を守る力を身に付ける。 

・学校で地震が起きたときの状況

を理解することができる。 

（知識・技能） 

１  

本時 

○避難訓練を行う 

・地震が起きた際に安全に避難する実践

力を身につける。 

・避難訓練での自分の行動を振り返る。 

・地震に対して、自らの命を守る

ための行動をとることができる。 

（思考力・判断力・表現力） 

・自分の命を自分で守ることを認

識して、今後の生活に生かすこ

とができる。 

１ 
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５ 本時の実際（１/２） 

時間 学習活動 教師の支援【評価】 

１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

５ 

１ 授業中に地震が起きたらどうする

かを考える。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 休み時間に自分たちはどこにいる

かを考える。 

 

 

 

３ 休み時間にいる場所についてグル

ープに分かれ、それぞれの場所で

の命を守る行動の仕方を考える。 

 

 

 

 

４ グループで考えたことを全体で共

有する。 

 

 

 

５ 振り返りを行う。 

・地震時に実際に動くことができる

ように、児童が発表した意見をその

場でやるよう促す。 

・より安全に避難することができる

ように実際に動いたときのポイント

を共有する場を設ける。 

 

 

 

・地震はいつ起きるか分からないこ

とを確認するために、いつも先生が

いて一緒に避難することはできない

ことを伝える。 

 

・自分で安全に避難することができ

るように、地震が起きた際にその場

所でどんなことが起こりそうなのか

考えるよう指導する。 

 

 

 

・避難の際により多くのことを想定

できるように、発表を受けて、質問

したり提案したりする場を設ける。 

・今回考えた場所以外においても安

全に避難することができるように、

地震が起きた時を想像しながら発表

を聞くよう指導する。 

【地震が起きたときの状況を把握

し、安全に避難する方法を考える

ことができる。】 

（グループワーク・発表） 
 

 

やすみじかんに、じしんがおきたら、どうしたらよいだろうか。 
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事後対応       Ａ附属中学校１年 D組 学級活動学習指導案 

カリキュラム・授業開発コース 照井 達也 

 

１ 題材名 「心と身体の元気のために」 

２ 題材の目標 

   災害により心に深い傷を負った人たちに、自分たちができる心のケアの支援を行うこと

で、人との触れ合いが心の触れ合いにつながり、心を少しずつ軽くしていくことを理解す

る。 

３ 生徒と題材 

   2年前のマグニチュード 9クラスの日本海沖地震から時が経ち、学校も地域の人々も生 

活基盤を取り戻しつつある。しかし、未だに被災した人たちの心や身体のケアは進んでい

ない状態にあった。一方、生徒たちは以前の学校生活で見せていた活気が徐々に戻ってき

ていることから、未だ傷が癒えない地域の人々のために何かできることはないかと考えた。 

 本時では、被災し傷の癒えない人たちの心をケアをするために、東日本大震災の被災地

で行われた心のケアの方法を知る。また、実際にストレスとの付き合い方や呼吸法などに

ついて知り、次時に行われるボランティア活動に生かすことができるように学びを振り返

る。 

４ 題材計画 

  ①被災地で実際に行われた心のケアの方法やストレスとの付き合い方などを知る。 

  ②①で学んだことをもとに、ボランティア活動を行う。 

５ 本時の実際 

（１） ねらい 他者との関わりを通して、ストレスとの向き合い方について理解させる。 

（２） 本時の展開 

時間 学習活動 教師の支援 評価 

導入 

（10） 

 

展開 

（30） 

 

 

 

 

 

 

 

終末 

（10） 

１．東日本大震災被災地での心のケアの

支援について知る。  

 

２．ストレスとの付き合い方を理解す

る。 

 ①ストレスと付き合う方法を知る。 

 

 

 ②呼吸法を知る。 

 

 ③筋弛緩法を知る。 

 

３．振り返りをする。 

 

○寄り添い、話に耳を傾けることが心のケア

につながることを理解させる。 

 

 

 

○ストレスとうまく付き合う方法にはいろい

ろな方法があり、自分にあった方法を見つ

けることが大切であることをおさえる。 

○呼吸法の方法とポイントについて理解さ

せ、実践につなげる。 

○筋弛緩法の方法とポイントについて理解さ

せ、実践につなげる。 

○日常生活の中で、上手にストレスに対処で

きるようになることにつなげる。 
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