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１ 防災の視点を取り入れた家庭科学習の提案とその背景  

東日本大震災（2011 年 3 月 11 日発生）から 9 年を経てなお，当時不便な避難所生活を長

期に渡って送ることを余儀なくされた被災地住民の生活の様子は記憶に新しい。生活物資の

提供が滞り，栄養不足で体調を崩した人も多かった。災害時にどれだけの非常食や生活物

資の備蓄が必要か，ライフラインが失われた中で衛生的かつ健康的な生活を送るにはどうす

ればよいかなど，生活力が試されたといえる。 

さて、家庭科は学校教育において防災教育が位置づけられている教科の一つである。学

習指導要領では中学校「技術・家庭（家庭分野）」（以下中学校家庭科）に「自然災害を含む

家庭内の事故やその原因について考え，災害への備えや事故の防ぎ方などの安全管理の

方法が分かり，安全な住まい方の工夫ができるようにする。」と記され(文部科学省，2008)，

防災に関する学習が行われてきた。高等学校「家庭」(以下高校家庭科)でも，住生活領域に

防災の視点が記され，防災に関する学習指導が行われてきた。しかし，理科や社会に比べて

授業事例は少なく，領域は住生活領域に限定的であった。 

家庭科では食生活領域で「一日に何をどれだけ食べたらよいか」を学習する。被災時に支

援物資が届くまでの数日間，家族が健康を害さずにいるためにどのような食品がどれくらい

必要かを見積もる学習は，防災教育の視点によるものである。このように，非常時における

食品の必要量を計算することによって非常食の備蓄量が把握でき，具体的な備蓄行動への

移行を促すことが可能になる。また，被災時に下着の替えがあれば不快な思いをせずに過ご

せるだろう。衣生活領域の学習では衣服の保健衛生的機能を学習するが，そこに防災の視

点を加えることにより，健康を害さずに数日間を過ごすための衣類の重要性を理解させること

が可能となる。避難所模擬体験では地域コミュニティの一員としての当事者意識を育み，生

活を主体的に営もうとする意識を高めることができる。このように，非常時の備えや被災時の

対応を考えることは，生活を原点から見直すことにつながる。近年の自然災害の経験から，

防災に関する学習として，住生活だけにとどまらない生活全般における知識・技能，生活力

が必要であることが認識され始めている。  

以上のことから，本手引書では，家庭科教育ではこれまで住生活領域に限定的であった防

災視点の学習を家庭科学習全般に広げて提案したい。特に，中学生・高校生という発達段階

に即して，社会の一員としてよりよい社会環境づくりをめざす市民の育成を図る視点を大切に

する。                                          （ 石垣 和恵 ） 

 

 

この手引き書について 

 



3 
 

２ 防災教育のこれから 

 一般に防災教育は，「災害発生時の緊急対応段階」における「自助」に関する教育と捉えら

れることが多い。「災害発生前の準備段階」や「災害発生後の復興段階」，そして「自助」だけ

でなく「共助」への広がりが求められている。この手引書で紹介される実践的な学習プログラ

ムは，まさにこれに応えようとするものである。 

 また防災教育は，防災の実践的スキルに関する教育（防災実践教育）と捉えられることが

多いのに対して，災害のメカニズムに関する教育（防災基礎教育）との連携が重要であるとも

指摘されている。家庭科は，防災教育の観点からすると，学校教育のなかで防災実践教育に

関わる教科であるといえる。学校教育のなかで防災基礎教育に関わる，理科，社会科（地歴

科，公民科）等と連携することで，さらに有意義な防災教育になるものと考える。具体的には，

年度当初に各教科の教育計画をお互いに参照し，場合によっては単元の時期を移動する，

そこまでできない場合でも関連する単元を各教員が意識する（他教科の関連する単元を指摘

する）ことだけで，より高次元の防災教育が展開することになろう。防災を念頭においたカリキ

ュラム・マネジメントにおいて，家庭科は重要な役割を果たし得るものと考える。この手引き書

がそのような展開の一助になれば幸いである。                 （ 村山 良之 ） 
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Ⅰ．家庭科学習プログラム 

1 ．学習目標 

〇「自助・共助・公助」の視点から，被災時の生活のために備える必要性を理解し，地域社会の一員として自覚

を持って共に支え合って生活するために必要な知識を身につける。また，栄養バランスの取れた食生活を計画

することができる。                                                 （知識・技能） 

〇模擬体験を通して被災時に想定される生活や多様な人々との関わり方などの課題を見いだし，その解決を

目指して思考を深め，適切に判断・表現することができる                 （思考力・判断力・表現力） 

〇被災時の生活を想定し，被災時の行動や災害への備えについて関心を持ち，主体的に学習活動に取り組む

ことができる。                                       （主体的に学習に取り組む態度） 

 

２．指導にあたって 

（１）教材観 

2011 年の東日本大震災以降，熊本地震や各地での洪水被害，2019 年 6 月に新潟県村上市で震度 6 強を記

録した山形県沖地震など自然災害が頻発し、日常生活が脅かされる経験をした方々が少なくない。学校教育に

おいて防災・減災の学習は，生活について学ぶ家庭科でも取り組むべき課題である。しかし、中学校家庭科の

配当時間は中学校 3 年間で 87.5 時間，高校は過半数の学校で「家庭基礎」(2 単位 70 時間)が選択履修されて

いるため，防災に関する内容の学習に十分な学習時間を配当することは難しい状況である。 

そこで，提案する学習プログラムは3時間の小単元とした。1時間目に，山形県内で発生した地震の概要と地

震災害発生時の対応を導入に用いている。これは今後，社会（地歴）の授業で取り上げるなどの教科横断的な

カリキュラムマネジメントが望まれる部分である。2時間目は避難所模擬体験を通して主に住環境に関する生活

課題と多様な人々との共生理解を学ぶ。3時間目は栄養学の生活実践を学ぶ。 

（２）指導観 

生徒達は東日本大震災時には幼かったために，被災時の生活が様々な困難を伴うものであったことを想起

させることが年々難しくなっている。そこで，本指導計画では避難所生活をロールプレイしながら模擬体験する

ことで，被災時の生活を実感させ，当事者意識を持たせたい。また，避難所生活などの非常時はもちろんのこと，

日常生活においても多様な人々と共生するために社会生活上配慮しなければならないことを考えさせるととも

に，日常の関係性を構築しておくことが非常時にも有効であることを理解させたい。 

さらに，防災・減災の視点で生活を振り返ることで，住生活はもちろんのこと，食生活・衣生活・持続可能な消

費生活・共生社会など多角的に生活を原点から見直すきっかけとし，生活課題を解決する力をつけさせたい。し

たがって，この授業を行う時期は，他の全領域を学んだ後のまとめとして行うことが効果的であると考える。 

 ２時間目授業の避難所模擬体験の活動は，避難所設営のいくつかの課題に対処するものとなっている。

自治会長役の生徒のリーダーシップが発揮されることが望ましいが，難しい場合は「市役所職員」役を教

員が担い，必要に応じて助言する必要があるので留意したい。近年増えてきた住民主導の避難訓練，避

難所運営訓練の場でもリーダーの指示が全体に通らないことや住民の協力体制を整える難しさが課題に

なったと聞いている。授業の模擬体験でも同様の場面が見られるので，体験後に振り返りを十分な時間を

とって行い，非常時に備えて事前の練習が必要であることや日頃の人間関係が大切であることを実感さ

せることが重要である。 

第１章 防災の視点を取り入れた 

家庭科学習プログラムの提案 
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３．指導計画と評価 

時

数 
学習内容 

評価の観点 

評価 
知識 

技能 

思考力 

判断力 

表現力 

主体的に

学習に取り

組む態度 

1 

災害発生時の

対応と被災時の

生活 

〇 ◎ 〇 

〇地域で発生しやすい自然災害による生活

被害を理解している。 

〇ライフライン停止時の生活困難を想定した

備えの必要性を理解し，自分と家族の生活

に応じた備えを検討している。  

〇被災時の生活を，当事者意識を持ってとら

え，他者と協働しながら考えることができる。  

1 

避難所模擬体

験を通して被災

時の備えを考え

る 

○ ◎ ○ 

〇段ボールベッド組み立てアルファ化米の

調理など避難所で必要な作業を行うことがで

きる。     

〇避難所模擬体験を通して，被災時の生活

困難（主に住環境）と多様な人々への配慮の

必要性を理解し，地域社会の一員としての自

覚をもって共に支え合って生活することの重

要性を理解する。    

〇協力して避難所模擬体験を行い，多様な

人々との関わりについて考える。        

1 
被災時の食事と

食料備蓄計画 
◎ 〇 〇 

〇被災時の食生活の実態と栄養バランスの

取れた食生活の大切さ，食料備蓄のローリ

ングストック法を理解し，自分や家族に適し

た食事計画を立案することができる。                        

〇備蓄食料に適した食品や乾燥・塩蔵など

の保存方法を理解し，被災時の活用を検討

することができる。 

〇非常食の試食を通して，自分や家族の食

料備蓄計画，地域の避難所の食料備蓄に関

心を持つことができる。  
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Ⅱ．防災の視点を取り入れた３時間の指導計画 

 

 

 

 

（1）学習目標    

〇地域で発生しやすい自然災害による生活被害を理解している。                  （知識・技能）  

〇ライフライン停止時の生活困難を想定した備えの必要性を理解し，自分と家族の生活に応じた備えを検討 

している。                                             （思考力・判断力・表現力）  

〇被災時の生活を，当事者意識を持ってとらえ他者と協働しながら考えることができる。  

 （主体的に学習に取り組む態度） 

（２）指導過程（５０分） 

時間

区分 
学習活動 ○発問 ★指示 ●指導上の留意点 ◎評価 ◇支援 

導入 

5分 

１．災害に遭った

経験を振り返る 

 

２．震度による被

害差を知る 

〇東日本大震災発生時，皆さんは

どこでどのような行動をとりました

か。 

★震度による被害の差をまとめよ

う。 

 

●震度 5以上でライフラインが停止し，避難

所生活を送ることが多くなることを確認する 

●県内の震度４以上の地震発生状況を説明

し，自然現象を止めることは難しいが備えが

あることで被害を減らすことができることを

確認する。参考資料1～3  

展開 

40分 

３．避難場所と避

難所の違いにつ

いて知る 

 

４．ライフライン

が止まった場合

の備えについて

考える 

 

５．過去の震災か

ら災害時の備え

（減災グッズ）に

ついて学ぶ 

 

 

〇もしも今，地震が発生したらどの

ような行動を取りますか。 

★〇〇市のハザードマップを確認し

よう。 

〇ライフラインが止まった時に困る

ことはどんなことがあるか。 

〇復旧までには何日かかるだろう

か。 

〇被災時にどのような備えが必要

か考えよう。 

 

★班員の考えを参考に付け加える

ものはワークに書こう。 

★「減災グッズチェックリスト」を参

考に災害時の備えを０次，1 次，２

次に分ける考え方を確認しよう。 

●放課後，友達とファストフード店にいること

を想定させる。 

●〇〇市のハザードマップを提示する。 

 

●電気，ガス，水道の３つについて考える。 

●ライフラインの復旧経過を提示し，備えの

必要があることを伝える。 参考資料4 

◎様々な視点から必要な備えを検討してい

るか。 

 

（酒田光陵高校にて佐藤教諭授業） 

まとめ 

5分 

６．振り返り ★ワークシートに今日の学習の振り

返りを書こう。 

◎災害時の行動，被災時のために何を備え

る必要があるか検討しているか。 

●次時は避難所に行くことを想定して「０次

ケータイ」グッズを持参するように伝える。 

１．災害発生時の対応と被災時の生活 

－なぜ被災時のことを考えるのかー  
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1．地震による被災状況        年   組   番 氏名                 

（1）「震度」により異なる被災状況 

震度４まで 震度５ 震度６以上 

・地形に変化なし 

・エレベーター停止しても自動復

旧する 

・断水，都市ガス停止，停電 

・軟弱地盤に亀裂 

・山地で小さな落石や崩落発生 

・列車脱線 

・地割れ，地滑り・山崩れ 

・木造建築物被害発生 

（2）ライフラインが止まったときのためにどのような備えが必要でしょうか。 

ライフラインの種類 電気 水道 ガス 

ライフラインが停止

した場合の生活困難 

夜暗い 

テレビが見られない 

電子レンジが使えない 

冷凍・冷蔵庫が使えない 

冷暖房が使えない 

スマホ充電できない 

水が飲めない 

料理できない 

風呂に入れない 

歯磨きできない 

トイレが流せない 

洗濯できない 

料理できない 

風呂入れない 

暖房が使えない 

復旧までの期間 

＜熊本地震の場合＞ 
４日 1５日 1３日 

 

２．被災時に必要になる備えを書きだしてみましょう。       〔グループワーク〕 

みんなの考えを参考に 

付け加えるもの 

 

 

 

 

３．阪神淡路大震災から学ぶ被災時の備え ＊「減災グッズ一覧」（阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター） 

0次 ケータイ 
自宅外被災で帰宅困難になることに備えてその日一日がしのげるように，い

つも使うバッグやポケットに入れておくもの。（例 薬，小銭，飲料水など） 

1次 非常持ち出し品 
災害発生時にさっと持ち出して逃げられるコンパクトな 1バック。 

被災の1日目に必要な最低限の備え。 

２次 安心ストック ライフラインが停止し，何日間は自給自足でしのげる物品を備蓄する。 

 

授業の振り返り「今すぐできることは何か，それはなぜ必要か」 

 

 

 

「防災の視点で生活を振り返ろう」 

１時間目．なぜ被災時のことを考えるのか 

自分の考え 

 

 

 （注）ワークシート中の

斜体は回答例 
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参考資料 1  東日本大震災以前の山形県内震度４以上の地震発生状況   

西暦 時分 震央地域名 山形県内の震度４以上の観測点 

1978年6月12日 17時14分 宮城県沖 ５：新庄市東谷地田町  ４：酒田市亀ケ崎 山形市緑町 

1983年5月26日 11時59分 秋田県沖 ４：酒田市亀ケ崎 

1987年1月9日 15時14分 岩手県沿岸北部 ４：酒田市亀ケ崎 

1996年8月11日 03時12分 秋田県内陸南部 ４：新庄市東谷地田町 

1996年8月11日 08時10分 宮城県北部 ４：新庄市東谷地田町 

1999年2月26日 14時18分 秋田県沖 ５弱：遊佐町遊佐・舞鶴   ４：酒田市飛島・観音寺・本町・亀ケ崎 

2000年3月20日 06時26分 宮城県沖 ４：山形中山町長崎 

2001年12月2日 22時01分 岩手県内陸南部 ４：酒田市亀ケ崎・飛島 山形中山町長崎 

2003年5月26日 18時24分 宮城県沖 

５強： 山形中山町長崎  ５弱： 最上町向町  村山市中央 

４： 白鷹町荒砥 川西町上小松  高畠町高畠 南陽市三間通  米沢市金池・駅前  

大石田町緑町  大江町左沢 山形朝日町宮宿 西川町海味 河北町役場・谷地  

山辺町緑ヶ丘 天童市老野森  上山市河崎 寒河江市中央 山形市旅篭町・緑町  

戸沢村古口  大蔵村清水 真室川町新町  舟形町舟形 新庄市沖の町・東谷地田町  

庄内町余目・狩川 遊佐町舞鶴・遊佐  三川町横山 酒田市観音寺・本町・亀ヶ崎  

鶴岡市藤島  

2003年7月26日 07時13分 宮城県中部 ４： 山形中山町長崎 村山市中央 最上町向町 新庄市沖の町・東谷地田町 

2003年10月6日 20時57分 山形県村山地方 ４：山辺町緑ヶ丘 

2004年10月23日 17時56分 新潟県中越地方 
４： 山形小国町小国小坂町  山形川西町上小松 河北町役場 河北町谷地  

山形中山町長崎  山辺町緑ヶ丘 村山市中央 酒田市亀ヶ崎 

2004年10月23日 18時11分 新潟県中越地方 ４：山辺町緑ヶ丘 中山町 

2004年10月23日 18時34分 新潟県中越地方 ４：山辺町緑ヶ丘 中山町 

2005年8月1日 11時46分 宮城県沖 

４： 白鷹町荒砥 山形小国町小国小坂町・岩井沢 山形川西町上小松 高畠町高畠   

南陽市三間通 米沢市金池 尾花沢市若葉町 河北町役場・谷地 中山町長崎  

山辺町緑ヶ丘  東根市中央 天童市老野森  村山市中央 上山市河崎  

戸沢村古口 大蔵村清水 舟形町舟形 最上町向町 新庄市東谷地田町  

庄内町余目  遊佐町舞鶴・遊佐 三川町横山  酒田市飛鳥・山田・亀ヶ崎 鶴岡市藤島 

2007年7月 6日 10時13分 新潟県上中越沖 
４： 上山市河崎  山辺町緑ケ丘 中山町長崎 西川町大井沢 山形川西町上小松  

山形小国町岩井沢・小国小坂町  白鷹町荒砥  飯豊町中津川 

2007年7月16日 15時37分 新潟県上中越沖 ４：山形小国町小国小坂町 白鷹町荒砥 

2008年6月14日 08時43分 岩手県内陸南部 

５弱：最上町向町  ４： 鶴岡市藤島  酒田市亀ヶ崎・宮野浦・本町・観音寺・山田・飛鳥  

三川町横山  遊佐町遊佐  庄内町狩川・余目  新庄市東谷地田町・堀端町・沖の町   

山形金山町金山  舟形町舟形  真室川町新町  大蔵村肘折  鮭川村佐渡  

戸沢村古口  上山市河崎  村山市中央  天童市老野森  山辺町緑ヶ丘   

中山町長崎  河北町谷地・役場  尾花沢市若葉町  大石田町緑町 高畠町高畠  

白鷹町荒砥 

2008年6月14日 09時20分 宮城県北部 ４：最上町向町 

2008年7月24日 00時26分 岩手県沿岸北部 ４： 鶴岡市藤島  酒田市亀ヶ崎・山田・飛鳥  最上町向町  村山市中央 中山町長崎 

2010年3月13日 21時46分 福島県沖 ４： 村山市中央  東根市中央  中山町長崎  米沢市林泉寺 

2010年6月13日 12時32分 福島県沖 ４：上山市河崎  中山町長崎 

2011年3月9日 11時45分 三陸沖 ４ ： 酒田市飛鳥  村山市中央  天童市老野森  中山町長崎 

（注）「山形県内に被害を及ぼした主な地震」山形地方気象台HPをもとに石垣作成。震度5 以上は太字表示  
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参考資料２ 山形県沖地震の震度 

 

■2019 年 6 月 18 日 22 時 22 分に，

山形県沖の深さ 14km で 6.7 の地震が発

生し，新潟県村上市で震度6強，山形県鶴岡

市で震度６弱を観測したほか，北海道から中

部地方にかけて震度５強～1を観測した。こ

の地震は地殻内で発生した。この地震によ

り，山形県鶴岡市鼠ケ関で 11cm の津波を

観測するなど，秋田県，山形県，新潟県，石

川県の沿岸で津波を観測した。 

 

 

 

 

出典：山形地方気象台HP 

 

 

 

参考資料３ 震度と揺れの状況  

震

度 
震度４ 震度５弱 震度５強 震度６弱 震度６強 震度７ 

揺

れ

と

被

害 

ほとんどの人

が気づく。吊り

下げたものは

大きく揺れる。 

エレベーター

停止しても自

動復旧する。 

 

大半の人が恐

怖を覚える。棚

から食器や本

が落ちる。固定

していいない

家具が倒れる。 

 

ものにつかま

らないと歩け

ない。補強して

ないブロック

塀が倒れる。 

立つこと困難。

ドアが開かな

くなる。屋根瓦

が落下したり

建物が傾く。 

列車脱線。 

木造建築倒壊

するものが出

る。大きな地割

れや地滑り発

生。 

木造建築倒れ

るものが多く

なる。鉄筋コン

クリートでも

倒れるものが

出る。 

 

（注）国土交通省気象庁作成「震度と揺れ等の状況（概要）」を参考に石垣が作成 

 

 

参考資料４ライフラインの復旧にかかる日数 

熊本地震の際のライフライン復旧は，電気が4日 

程度，都市ガスと水道は2週間ほどかかっている。 

 

（注）土木学会地震工学委員会 

「熊本地震におけるライフライン復旧概要」参照 

 

 

 

断水、都市ガス停止、停電発生。 
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（1）学習目標    

〇段ボールベッド組み立てアルファ化米の調理など避難所で必要な作業を行うことができる。 （知識・技能） 

〇避難所模擬体験を通して，被災時の生活困難と多様な人々への配慮の必要性を理解し，地域社会の一員 

としての自覚をもって共に支え合って生活することの重要性を理解する。    （思考力・判断力・表現力） 

〇協力して避難所模擬体験を行い，多様な人々との関わりについて考える。 

 （主体的に学習に取り組む態度） 

（２）指導過程（５０分） 

時間

区分 
学習活動 ○発問 ★指示 ●指導上の留意点 ◎評価 ◇支援 

導入 

5分 

１．０次の備

えを確認す

る 

〇災害発生時の０次の備え，1次の

備えをあげてみよう。 

◎自分用の０次の備えを考え，実践しているか。 

展開 

30分 

２．避難所

生活を想像

しよう 

 

 

３．災害発

生時の避難

所生活を模

擬体験する 

 

〇避難所にはどのような人達が集ま

ってくるか考えよう。 

★日本国内で暮らす様々な人々の

割合を確認しよう。 

 

★くじで役割分担を決め，多様な人

になりきろう。 

★自治会長の指示に従い避難所を

設営しよう。 

①ブルーシートを床に敷く。 

②簡易トイレを設置する。 

③段ボールベッドを組み立てる。 

〇段ボールベッドは誰が利用するの

がよいだろうか。 

★備蓄食（乾パン）とアルミ保温シー

トを分けよう。 

★夜になったと想定し，〇分間床に

寝てみよう。 

★体験を終了します。用具を協力し

て片付けよう。 

●日本の人口に占める多様な人々の割合を提示

し，身近なところに配慮が必要な人がいることの

共通理解を行う。 参考資料1～２ 

◇妊婦体験教具や高齢者体験教具を使い，より

役になりきれるようにする。 

◇自分にできることはないか考え，行動するよう

声掛けを行う。 

 

（酒田光陵高校にて佐藤教諭授業） 

◎自分の役の状態や気持ちを考え，避難所設営

に関する行動をしているか。 

●アルミ保温シートが人数分はないため，どのよ

うに分けるかも考えさせる。 

●トイレに起きる人，泣き出す乳児などの設定で

避難所生活のイメージを広げる。 

まとめ 

15分 

４．体験の

振り返り 

〇避難所の生活について考えよう。 

①集団生活で必要な配慮 

②自分ができること 

③災害発生時に備えておいたほう 

が良いこと 

●自助・共助・公助について説明する。 

●避難所一人当たりの広さを説明する。 

参考資料３ 

◎お互いの考えを発表し，共有しているか。 

２．避難所模擬体験を通して被災時の備えを考える 
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  年   組   番 氏名                 

 

●体験を通して印象に残ったことを振り返りましょう 

①担当した「             」の 

立場で気づいたこと 

 

②全体の活動を通して気づいたこと 

 

 

●グループで考えをまとめよう 

Q1.避難所での集団生活ではどのような配慮が必要か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q２.被災時に自分ができることは何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の振り返り「被災時の備えとしてどんなことが必要か」 

 

 

 

 

「防災の視点で生活を振り返ろう」 

２時間目．避難所模擬体験を通して被災時の備えを考える 
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参考資料 1  「避難所に避難した住民になって，次の課題に取り組みましょう」 

1．役割分担は以下のとおりに設定し，役になり切り参加してもらいます。 

（1）役割（例）       

①高齢者        ②妊娠している女性   ③乳児を連れた女性   ④幼児（4～６歳）  

⑤幼児を連れた男性   ⑥小学３年女子     ⑦小学６年男子     ⑧中学生男子   

⑨中学生女子      ⑩聴覚障害者      ⑪車いす利用者     ⑫車いす介助者 

⑬ペットの猫を連れた人 ⑭ペットの犬を連れた人 ⑮視覚障害者（色覚）  ⑯菜食主義の人  

⑰食物アレルギーの人  ⑱腕にけがをした人   ⑲観光客        ⑳外国人    

㉑非常持出し袋を持参者 ㉒自治会長       ㉓市役所担当者     ㉔高校生           

 

２．それぞれの役割を演じながら，次の課題に取り組んでください。 

（1）避難所設営に必要な物資を搬入します。 

（2）避難所設営 

   ①休息できるようにブルーシートを敷きます。 

   ②トイレを設置し，段ボール製のベッドを組み立てます。 

（３）次のことを検討し，決めてください。 

   ①ベッドは誰が使うか。 

   ②防寒用品(アルミ保温シート)を誰に配布するか。 

   ③備蓄食（乾パン）を分け合う。誰が担当するか。誰にどれだけ配布するか。 

 

参考資料２ 避難所にやってくる住民の設定 

 日本の人口割合に応じて，設定します。その参考資料として下記グラフを提示します。 

 

 

 日本国内では クラスでは 

子ども 13％ 1670万人 5人 

高齢者 23％ 2975万人 10人 

障がい者 

色覚障害 

6％ 

男子5％ 

女子0.2％ 

744万人 2人 

性的マイノ

リティー 
6％  2人 

 

参考資料３ 避難所一人当たりの広さはどれくらいか 

（1）実際の例         山形県Ａ市の基準 4 ㎡ （２.４畳） 群馬県Ｂ市 1.65㎡（1 畳） 

（２）国際基準「スフィア基準」 3.5㎡（約2 畳） 

（３）参考基準として 

①住生活基本計画による最低居住面積水準 単身者 25㎡（15 畳） 

②高齢者福祉施設の面積基準  相部屋10.65 ㎡（6.5畳）    ユニット型個室13.2㎡（8 畳） 
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（1）学習目標        

〇被災時の食生活の実態と栄養バランスの取れた食生活の大切さ，食料備蓄のローリングストック法を理解し，

自分や家族に適した食事計画を立案することができる。                         （知識・技能） 

〇備蓄食料に適した食品や乾燥・塩蔵などの保存方法を理解し，被災時の活用を検討することができる。 

（思考力・判断力・表現力） 

〇非常食の試食を通して，自分や家族の食料備蓄計画，地域の避難所の食料備蓄に関心を持つことができる。  

（主体的に学習に取り組む態度） 

（２）指導過程（５０分） 

時間

区分 
学習活動 ○発問 ★指示 ●指導上の留意点 ◎評価 ◇支援 

導入 

10分 

1 ．被災時の避難所

の食生活を知る 

２．備蓄食料の適量を

考える 

３．1日に必要なエネ

ルギー量を確認する 

○被災時のためにどれだけ食料

を蓄えますか。 

 

○1日に必要なエネルギー量を

栄養補助食品で表すと何本分だ

ろう。 

●避難所に行っても十分な食事ができる

とは限らないことを理解させ，食料を備蓄

しておくことが大切であることに気付かせ

る。 

●栄養補助食品を提示し，視覚的に理解

させる。 

参考資料1 代表的な非常食の特徴 

展開 

35分 

４．備蓄食料の条件を

検討する 

 

 

 

 

 

 

５．3日間分の食料備

蓄計画を考える 

 

 

★非常食を試食してみよう。 

 アルファ化米（水戻し・お湯戻し） 

〇備蓄食料の条件にはどんなこ

とがあるだろう。 

 

 

 

 

○非常食は何日分備えればよい

か。 

★3日間分の食料備蓄計画を考

えよう 

○常温で保存できる食品は何が

あるか。 

 

 

 

 

★各グループで考えた備蓄計画

を発表しよう。 

 

（酒田光陵高校にて石垣授業） 

●1時間目でライフライン復旧まで４日か

かることを学んだことを確認する。 

●ローリングストック法について説明す

る。 参考資料２ 

●古くからの食文化に蓄積された乾燥・塩

蔵など保存性を高める食品加工について

説明する。 

●4つの食品群について復習する。 

◎食料備蓄計画を栄養バランス，乾燥や

塩蔵など古来の加工食品を取り入れるな

ど工夫しながら考えている。 

●発表者のワークシートを拡大提示する。 

まとめ 

5分 

６．振り返り ○被災後に食生活が原因で健康

を害することがないようにするに

はどうすればよいか。 

参考資料３自分用にカスタマイズした備蓄

食例 

 

 

３時間目．被災時の食事と食料備蓄計画 
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1．被災時のために食料をどれだけ蓄えるか？     

高校生（ 男子 ・ 女子 ） 1日に必要なエネルギー量（         ）kcal 

例えば，栄養補助食品 1本（ 100 ）kcal → つまり1日に必要な量はおよそ（  ）本 

＊被災時（   ）日分蓄えると考える＊ 何をどれだけ蓄えますか？ 

 

 

 

 

 

２．備蓄食料の条件検討 

（1）「非常食」（アルファ化米）試食 ＊避難所で食料を分かち合うように協力して配布しましょう。 

 かんぱん 

＊2時間目で試食済み 

アルファ化米 

水戻し お湯戻し 

食感

など 
  

 

 

（２）備蓄食料の条件     

 

 

 

 

 

 

 

 

３．3 日間を生き延びるための食料備蓄計画 

（1）非常食に限定しない（   ローリングストック   ）法 

日常的に使用する常温保存可能な食品を短期間で食べては買い足しながら備蓄する方法。 

 

（２）（   従来の保存食    ）の活用 

保存性を高めるためにエネルギーを多く消費しない保存食の活用。 

例）乾物，塩蔵，缶詰，レトルト食品など。 

（３）栄養バランスのとれた災害への備えにする方法    

   ①三色食品群（小学校）   ②六つの基礎食品群（中学校）   ③4つの食品群（高校） 

「防災の視点で生活を振り返ろう」 

３時間目 被災時の食生活シミュレーション 

 

１．（  常温    ）保管可能 

２．調理済みで（  ライフライン  ）に頼らず（  開封  ）するだけで喫食可能 

３．（  食器  ）が不要である 

４．（  栄養面  ）への配慮がある 

５．おいしく食べやすい 

６．喫食対象者が明確で、ニーズに対応している 

７．個別包装 である  
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    ④フ

ードバラン 
黄色の食品群 赤の食品群 緑の食品群 

1日目 

朝食    

昼食    

夕食    

2日目 

朝食    

昼食    

夕食    

3日目 

朝食    

昼食    

夕食    

3日間の 

合計 
   

 

振り返り「被災後に食生活が原因で健康を損なわないためにはどうすればよいか」 

 

 

 

 

 

 

 

栄養バランスを検討するツールを、ここでは被災時を想定すると最も簡易なものが適すると

判断して三色食品群を用いました。 
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参考資料 1  代表的な非常食の特徴 

主な非常食例 エネルギー 価格 特徴 

乾パン 袋入り 

1袋80個＝200g 
800㎉ 260円 

水分が少なく，飲み込みにくい。大勢の人へ分けやすい。 

 

賞味期限が袋入りは1年，缶詰は5年である。  乾パン 缶詰 

1缶1００g 
400㎉ 250円 

アルファ化米 

1袋＝100g 
350㎉ 300円 

通常のご飯と同じで食べやすい。容器がないと分けられ

ない。 

パンの缶詰 

1缶＝100g 
360㎉ 450円 

食べやすい。やや水分少なめ。かさばる。他の人と分け

て食べることも可能。 

栄養補助食品 

1箱4本（80g） 
400㎉ 150円 

水分少ない。携行しやすい。分量が把握しやすい。購入

しやすい。 

（注）2020年2 月時参考価格 

 

参考資料２ ローリングストック法 

従来の非常食は長期間保存が可能なために消費期限を確認する機会がなく，気づいた時には消費期限切

れで廃棄するという人が少なくなかった。そこで，非常食として市販されている商品をその保存期限まで

備蓄するのではなく，日常的に使用する常温保存可能な食品を短期間で食べては買い足すローテーション

をしながらストック（備蓄）する方法。乾パンは水分が少なく食べにくかったという経験の人が多い。日

常的に食べ慣れた食品であれば被災時にも抵抗感が少なく食べることができる。日常的に少し多めにスト

ックしておくことを習慣化するだけなので負担感が少ない方法である。 

 

参考資料３  自分用にカスタマイズした備蓄食例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１） 男性60 歳代 体重６２㎏ 

●必要な栄養量  

基礎代謝1270㎉ エネルギー所要

量2223㎉ たんぱく質72ｇ  

脂質62ｇ 糖質 369ｇ  

塩分８ｇ 水1200ｍｌ 

●食料備蓄品の活用 

①1～2 日目：冷蔵庫・冷凍庫の食材

を活用。保冷ボックスや保冷材で保存

時間を延長。 

②3～7 日分：ローリングストック法

で備蓄した非常食を活用する。1 か月

に1，2 食を定期的に食べて買い足し

備蓄する。 

●食品例 

乾物…大根葉、切り干し大根、ゴボウ、

干しわかめ、のり、鰹節、サラミなど 

飲料…スポーツ飲料、LL牛乳、スキ

ムミルク、野菜ジュース、お茶など 

例２） 東日本大震災を仙台市で体験した大学生  

①水道、加熱の手段がない時 

・手焼きせんべい(2 袋) お米からできているので満腹

感が得られやすい。 

・クラッカー(2 箱)味が濃くないのでのどが渇きにく

い。 

・グミ(ぶどう味1 袋)酸っぱさもあり甘さもあって口

の中が爽やかになる。  

・フルーツミックス缶(3 缶)気分をリフレッシュするた

めに食べたいから。 

②水とカセットコンロが使用できる時 

・おかゆ。震災後は心労や体がだるくなるので、さら

っと食べたいから。 

・レトルトごはん(2 パック)お米は毎日食べていて大好

きでストレスがやわらぐから。 

・レトルトカレー(1 袋）ごはんのおともにもよいし、

栄養もとりやすいから。 

・はるさめスープ(3 個)食欲がなくてもするする入る

し、食物繊維がとれる。 
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（1）学習目標    

〇一日に必要な食事量を，非常食を例に把握し，食事計画を立案することができる。       （知識・技能） 

〇ライフステージの違いによる食生活上の配慮について理解し，食事計画に反映させることができる。  

（思考力・判断力・表現力）  

〇非常食の試食を通して，自分や家族の食料備蓄計画，地域の避難所の食料備蓄に関心を持つことができ 

る。                                            （主体的に学習に取り組む態度）  

（２）指導過程（50 分） 

（ 原案 石川 舞 ）   

 

時間 

区分 
学習活動 ○発問 ★指示 ●指導上の留意点 ◎評価 ◇支援 

導入 

10分 

1．非常食について知る  ○非常食にはどんなものがあ

りますか。共通点は何ですか。 

●避難所の写真を提示して，想像しやす

いようにする。 

◇試食するアルファ化米半量を授業前

に水で，残りは授業の初めにお湯で戻

す。 

展開 

30分 

２．1 日分の非常食備蓄

量を検討する 

 

 

 

 

３．3 日分の非常食備蓄

を計画する 

 

 

 

 

 

４．ライフステージの違

いによる非常食の配慮

について考える 

○災害時，1 日にどのくらいの

非常食が必要ですか。 

★栄養補助食品を例に，1 日分

の非常食を考えてみよう。 

 

 

○災害地支援が届くまでの 3日

間生きるために必要な食料は

どれくらいですか。 

★3 日分の非常食備蓄計画を

全体で共有しよう。 

☆非常食を実際に食べてみよ

う。 

○ライフステージの違いによっ

て，どのような配慮が必要だろ

うか。 

◇非常食の実物として栄養補助食品や

乾パンを例に検討させる。 

●高校生が必要な栄養素と非常食の量

を補足説明する。 

◎1日に必要な食事量を理解できたか。 

●1日の食事摂取基準を確認させる。 

◎食事計画が立案できたか。 

 

 

 

 

 

 

◇乳幼児期の粉ミルク，離乳食，高齢期

の嚥下困難対応食等をイメージさせ

る。 

●ライフステージごとの食生活上の留意

点を補足説明する。 

まとめ 

10分 

５.家庭での非常食備蓄

について考える 

★ローリングストック法を理解し

よう。 

★各自の備蓄について振り返り

ましょう。 

 

●ローリングストック法を説明する。 

３時間目の発展的学習として 

…ライフステージごとの備蓄食の配慮を考える 
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１．被災時想定の調理実習：サバイバル・クッキング 

（1）学習目標 

〇災害時に役立つ調理法と保存食・根菜類の利点を知り，実際に調理することができる。    （知識・技能） 

〇ライフライン停止時の適切な調理方法と留意点を考えることができる。          （思考・判断・表現） 

〇調理実習に向けて，調理作業計画を班員と協力して立案できる。     （主体的に学習に取り組む態度） 

（２）指導過程（50 分） 

時間 

区分 
学習活動 

○発問 ★指示 

・予想される生徒の反応 
●指導上の留意点 ◎評価 ◇支援 

導入 

5分 

1．災害時の食事はど

うなるか想像しよう 

 

〇災害時の食事は，普段とどう違う

だろうか。 

・資源の節約，簡単調理，温かいも

のが欲しいなど。 

●被災状況をライフライン停止時と仮定

する。 

●水，電気，ガスがない場合の調理を具

体的に想像させる。 

展開 

40分 

 

２．災害時の調理法と

適する食材を検討す

る 

 

 

 

 

 

 

 

３．災害時想定で調理

計画を立てる 

 

 

 

〇ライフライン停止時に役立つ調

理法で知っていることを挙げてみよ

う。 

・カセットコンロを使う。 

 

〇電気炊飯器が使えない時，どの

ような方法でご飯を炊きますか。 

・飯盒炊飯，アルファ化米，パックご

飯を湯煎する。 

〇災害時想定で食事を作る際に水

とエネルギーを節約するにはどん

な工夫が必要ですか。 

 

 

・洗い物を少なくする。必要な量を

はかって使う。 

 

 

★実習班で調理作業の役割分担を

しよう。（洗い物や片付けを含めて） 

 

 

●空中調理（まな板を使用しないで食材

を切る），ポリ袋調理，節水調理などを紹

介する。 

◎災害時に役立つ調理法や保存食・根

菜の特徴を理解しているか 

●鍋炊飯の経験者を確認し，炊き方の留

意点を確認する。 

 

 

 

◎災害時想定の調理方法を検討できた

か。 

●災害時の調理例として調理実習題材

「ポリ袋調理カレーと缶詰活用豆サラダ」

を紹介する。 

●調理以外の節水方法として，新聞紙製

食器や皿にラップを敷いて使用して食器

を洗わないことを紹介する。 

●材料と調理のポイントを説明する。 

●カレー担当，ごはんとサラダ担当を分

担するように指示する。 

 

◎調理作業計画を立案できたか。 

まとめ 

5分 

４.実習のねらいを確

認する 

★調理実習のねらいと持ち物を確

認しましょう。 

 

 

（ 原案 大場 広子 ）  

第２章 発展的な学習の紹介 
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実習のねらい  

 

 

 材料(１人分) 
班員 

４人分 

1 群 ２ 群 ３ 群 ４ 群 

乳乳

製品 
卵 

魚介

肉 

豆豆

製品 
野菜 

いも

類 
果物 穀物 砂糖 油脂 

飯 米     80ｇ ２合        80   

シ
ン
プ
ル
カ
レ
ー 

ツナ缶   30ｇ 1缶   30        

トマト缶  30ｇ 1缶     30      

玉ねぎ   50g 中1個     50      

カレールウ 20ｇ 80g           

豆

サ

ラ

ダ 

豆缶詰   25ｇ 1缶    25       

ミカン缶詰 20ｇ 1缶       20    

マヨネーズ ３ｇ 大1と1/3          3 

ヨーグルト1５ｇ 大４ 15          

合 計  3  30 25 80  20 80  3 

１食分の目安量            

過不足            

＊食品群分類には1人分の分量を記入しよう。 

■調理手順            

＜ シンプルカレー ＞ 

①玉ねぎを一口大に切る。 

②カレールーを刻む。 

③ツナ缶，トマト缶，①の玉ねぎとカレールーを耐熱ポリ袋

に入れて，軽くもんでから袋の口を結ぶ。（空気を抜くこと） 

④鍋にお湯をわかし，ポリ袋を入れる。ふつふつする程度に

火を弱め，約20分煮る。 

（注）玉ねぎ，ツナ缶とトマト缶の汁で煮ます。水を加える

必要はありません。 

＜ 豆サラダ ＞ 

①ミックスビーンズとミカン，マヨネー

ズ，ヨーグルトを加えてビニール袋の中で

軽く混ぜる。塩コショウで味を調える。 

 

＊他に活用できる缶詰や保存がきく野菜や果物のアイデアをあげてみましょう。 

 

（１）災害時に役立つ調理法（空中調理・ポリ袋調理・節水調理） 

（２）缶詰の利用 

（３）鍋炊飯 

第  回 調理実習 被災時想定の調理実習（サバイバルクッキング） 
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２．防災頭巾製作：「家庭総合」 

（1）学習目標 

〇日常生活で活用できる縫製の基礎的な知識・技能を習得する。                 （知識・技能） 

〇防災頭巾を活用する場面を想起しながら，災害時に適する衣素材や使用場面に応じた縫製技能の検討を

行うことができる。                                         （思考・判断・表現） 

〇製作を通して具体的な災害時の備えに関心を持つことができる。    （主体的に学習に取り組む態度） 

（２）製作計画（8 時間）                 （注）ミシン操作の学習２時間を指導計画外で行っている。 

  学習内容 
配当

時間 

防炎布面（黒）を表にして着用 

 

日常は座布団として使用 

1 しるしつけ 1 

2 ポケットを縫う ２ 

3 
本体の表布と裏布（防炎布）

を合わせ，返し口以外を縫う 
２ 

4 

本体を表に返して縫い代を整

え，中に綿を入れて返し口を

縫う 

1 

5 
綿を入れた本体を半分に折

って，端を縫う 
1 

6 あご下のゴムを縫いつける 1 

 

（３）指導の振り返り 

①防災の視点を取り入れた学習指導 

本単元は衣生活領域で行う防災の視点を取り入れた学習である。防災頭巾の材料を防炎加工生地とするこ

とで目的に応じた衣服素材の活用を理解させることができた。生徒は「燃えにくい素材を使うことで災害時に身

の安全が守れることが分かった」と感想を述べていた。 

完成後の製作振り返りでは被災時のためのポケットに何を入れておいたら良いかを考える場面を設けるなど，

実生活に結び付けた防災の学習にすることができた。生徒らは「災害が起きた時に必要になるものだと思うの

で，もっとしっかり作っておけばよかったと思う。」「災害時にすぐに使えるようにわかりやすいところに置いてお

く。」などと述べ，自分で作った作品に愛着を感じていることが読み取れた。避難所模擬体験の授業に持参する

生徒もいて，防災の視点を取り入れた一連の学習としての意義があった。 

学習時期は震災学習（人と防災未来センター見学）を行う修学旅行前後（11月）としたことで，「修学旅行で大

地震の映像を見てから，いつ災害が起こるかわからないし防災頭巾作りを頑張ろうと思った。」と述べる生徒も

いて，より効果的な学習となったことがうかがえる。 

②縫製技能の指導 

学習前はミシンを使うことに拒否反応を見せるなど，被服製作に苦手意識を持っている生徒が少なくなかった。

そこで映像教材を活用して基礎的技能を説明したところ，ほとんどの生徒が理解し技能習得することができた。

生徒らは「大変だったけどミシンの使い方を覚えられたし，出来た時の達成感がとても大きく楽しかった。」「下

糸の巻き方がなかなか覚えられず苦労したが，一つ手順をふむたびモチベーションが上がった」などと述べ，

完成したことが自信につながったようである。 

本単元は市販教材を活用した製作の指導である。縫製技能を丁寧に指導することを重視したが，しつけを省

略するなど製作時間短縮する工夫が必要であると感じた。また，ゴムを縫いつける部分が縫いにくく難しいため

別の方法を検討する必要がある。                                （ 佐藤 千穂 ）  
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３．支援物資を被災地へ送ろう 

（1）学習目標      

〇避難所の備蓄例と季節に応じた支援物資の必要性を理解することができる。          （知識・技能） 

〇快適な衣生活・住生活の日常の留意点を踏まえて，季節に応じた支援物資検討を行うことができる。 

（思考力・判断力・表現力） 

〇ＫＪ法を用いて他と協働的に学ぶことができる。                （主体的に学習に取り組む態度）                    

（２）指導過程（50 分） 

時間 

区分 
学習活動 

○発問 ★指示 

・予想される生徒の反応 
●指導上の留意点 ◎評価 ◇支援 

導入 

5分 

1．避難所での生活を知る ○避難所の備蓄がどれくらいだろ

うか。 

◇被災地では支援物資が必要であるこ

とに気付かせる。 

 

展開 

30分 

２．支援物資を検討する 

設定 

・他の地域で地震発生，ラ

イフライン全停止した 

・被災者が必要としている

ものを考え，支援物資を

送ることとなった 

 

 

３．季節の違いによる支

援物資を考える 

○避難所にはどんな支援物資が

必要だろうか。 

・食料，水，医薬品，暖房器具，ウ

エットティッシュなど 

 

 

★アイデアを班毎に KJ法で模造

紙にまとめよう。 

 

○夏と冬で必要な支援物資には

どんな違いがあるだろう。 

・暑い季節には衣類の着替えが寒

い季節以上に必要だ。 

・年齢，性別の異なる人たちに応

じた衣類が必要だ。 

・床に敷く断熱マット，家族ごとに

プライバシー確保するための衝立 

 

★生活の場面ごとに整理しよう。 

 

◇付箋を配布し，1枚に1つの意見を書

くように指示する。 

◇季節を問わず自然災害が発生する

ことを補足し，衣類や快適かつ安心・安

全な住空間の必要性に気づかせる。 

 

●KJ法を補足説明する。 

 

 

◇それぞれの季節に合った衣服の性

能・繊維の特徴を振り返る。 

◎快適な衣生活・住生活の留意点を理

解し，その知識を活用できているか。 

 

●支援物資を検討する学習を通して，

居住地の被災時のための備蓄につい

ても認識を深めさせたい。 

 

まとめ 

15分 

４．支援物資をどのように

送るか考えよう 

 

 

 

 

○支援物資を送るとき，どのよう

に分類して送りますか。 

 

 

◇実際に避難所に送られてきた支援物

資の中から，喜ばれたものとそうでな

いものを紹介し，支援を受ける立場，避

難所を運営する立場で考える必要があ

ることに気づかせる。 

◎災害支援の重要性と共助の姿勢の

大切さが理解できたか。 

●支援物資を送るボランティア活動参

加へも意識させる。 

（ 原案 石川 舞 ） 
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１．被災地に送る支援物資を考えよう。 

 

 

 

 

 

 

（1）必要だと思う支援物資を付箋にできるだけ多く書きましょう。（付箋1枚に1つの物資） 

（２）グループで，付箋に書いたアイデアを模造紙に貼り，アイデアを仲間分けしましょう。 

（３）仲間分けで整理した内容をメモしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．支援物資をどのように箱に詰めますか。（イラストでもよい） そして，それはなぜ？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定 あなたが住んでいる地域と離れた所で地震が起こり避難所生活をしている人がいると 

ニュースで知りました。そこで、あなたは支援物資を送ることにしました。 

条件 ・夏(8月)、冬(12月)それぞれの季節の気候を想像して被災地に何を送るのか考えましょう。 

・電気、水道、ガスのライフラインは全て停止しています。 

支援物資は 

・箱ごとに（ 1種類のみ ）入れる。 

・箱の外側（ 4 ）面に 中身を書く。 

 

「防災の視点で生活を振り返ろう」 

発展 ： 支援物資を被災地へ送ろう 
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参考資料 1 避難所に備蓄されているもの（一例） 

 備蓄品 備蓄量 

食料 

飲料水 

アルファ化米（わかめご飯） 50 食 

アルファ化米（おかゆ） 50～250食 

クラッカー  210～1050 食 

飲料水（500mlペットボトル） 360～1152 本 

日用品 

アルミ毛布 120～240枚 

多機能ラジオ付きライト 2 個 

発電機 1 台 

カセットガス 18 本 

携帯トイレ 200回分 

簡易トイレ 2～6 台 

生理用品 64～304枚 

マスク 200枚 

歯ブラシ（歯磨き粉付き） 250本 

トイレットペーパー 12 ロール 

※食料・飲料水・アルミ毛布については，避難所により数量が異なる。 

 

参考資料２ 東日本大震災時の石巻市内中学校避難所の状況  

No. 建物の被害 避難所開設場所 最大避難者数 閉鎖日 

1  壁の亀裂 壁面の一部剥落 窓ガラス・上水管破損 体育館  教室 1,200名 10月5日 

2 窓ガラス破損 体育館通路亀裂 校舎外壁ひび割れ 校舎 2,100名 10月7日 

3 
校舎窓ガラス300枚破損 壁の亀裂無数 

校舎亀裂1か所 

校庭駐車場 各教室 

武道場 体育館 
2,000名 10月10日 

4 校舎1階使用不可能 汚泥体積 瓦礫散乱 校舎４階  体育館 約700名 10月10日 

5 校舎全体に若干の傾き 室内の変形・隙間多数 体育館  校舎 約4.000名 10月11日 

6 壁のひび割れ・崩落，黒板落下 ガラス割れ等 
校舎各教室 

別棟３階PC室 
150名 8月9日 

7 校舎・体育館・プール 津波により全壊 特別教室棟３階 149名 10月8日 

8 地盤沈下 外壁・窓ガラスひび割れ 体育館 40名 3月14日 

9 体育館床・1階の全施設 通路下天井一部落下 体育館 97名 10月6日 

10 校舎内の窓ガラス1枚破損 校舎及び講堂 4.500名 10月8日 

11  建物周囲陥没多数 地盤沈下 校舎教室 約1.000名 10月2日 

12 小さなひび割れ タイルはがれ数か所 体育館 350名 8月3日 

14 なし 体育館 100名 3月22日 

16 別棟(特別教室棟〉外壁ひび割れ 体育館 700名 7月30日 

17 ひび割れ数十ヶ所 講堂 620名 3月28日 

18 
校地北西側地盤沈下(プール 体育館，武道館)  

校舎壁ひび割れ多数 昇降口前タイル破損 

南校舎 

1階教室 
38名 3月22日 

20 屋根と２階の天井の間に防火壁落下 体育館 600名 7月15日 

（注）「東日本大震災 震災のまとめ記録集～子どもたちの未来のために～」（石巻市教育委員会）を参考に石垣

作成 

約310 ～ 1350食 

東日本大震災の際には 1000人を受け

入れていた避難所が多数ありました。 

食料を例に考えると、 

【例】1350(食) ÷ ３(回/日) = 450(人分) 

1日３回の食事をとると、1000人受け入

れている避難所では 1日も食料がもた

ないことが分かります。 

大きな自然災害では支援物資やボラン

ティアの炊き出しなどが、避難所運営を

支えているのです。 
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資料１使用する教具一覧 

品名 数量 備考 

❶ブルーシート（８帖） 3 20人に 8帖1枚程度使用する。 

❷簡易仮設トイレ（折り畳み式トイレ＋排泄物受け） 1 排泄物受けに黒ビニル袋をセットする。 

❸仮設トイレ用テント 1   

❹段ボールベッド（旧式） 1 組み立て式（ガムテープ必要） 

❺段ボールベッド（新式） 1 組み立て式（ガムテープ不要） 

❻防寒アルミシート 20 受講人数より少なく配布する。 

❼高齢者用杖・白内障体験グラス・軍手 1   

❽白内障体験グラス １  

❾高齢者体験用軍手 １  

❿ペットに見立てる縫いぐるみ 3 くま２ うさぎ１ 

⓫役割分担標示用シート 40 

生徒数により配役を加減してください。 

役割分担標示シート作成用データが必

要な方には差し上げます。 

⓬非常持ち出し袋 1 
小麦粉アレルギーの方の備蓄例とし

て，アルファ化米等を入れておきます。 

⓭幼児の視野体験用チャイルドグラス 1 
CAP版チャイルドビジョンは，ダウンロ

ードして使用できます。 

⓮車いす 1  

⓯妊婦体験セット 1 なくても可能です。 

⓰乳児人形 1 ぬいぐるみで代用可能です。 

⑰聴覚障害体験用ヘッドフォン 1 なくても可能です。 

⑱ウエットティッシュ・使い捨てビニル手袋 適宜 乾パン配布，ブルーシートふきに。 

⑲試食用乾パン 適宜 
試食用なので長期保存でなく袋入りで

良い。 

⑳試食用アルファ化米 
人数に応じ

て適宜 

水戻しとお湯戻しの２通りを試食させる

ことが望ましい。 

㉑試食用の紙コップ・スプーン等 適宜 新聞紙製の容器を作成することも可。 

㉒非常食例となる食品 適宜 
栄養補助食品 缶詰 乾物 野菜ジュー

スなど。 

 

（注）❶～⓰は貸し出し可能です。希望者は，下記アドレスにメールで連絡のうえ，直接，石垣研究室までお越し

ください。 

   

連絡先 ： 山形大学石垣研究室 ishigakika@e.yamagata-u.ac.jp 

資料・参考文献 

mailto:ishigakika@e.yamagata-u.ac.jp
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資料２ 使用教具詳細  

●段ボールベッド  

複数のメーカーのものがあります。本授業では，「暖段はこベッドワンタッチタイプ（工具・ガムテープ・筋交い

不要） 」を用いました。販売元は Jパックス株式会社です。 

※ 2020年3月現在参考価格 パーティションあり/8980円  パーティションなし/7980円 

 

 

 

「組み立て 4分」をうたっていますが，初めての場合，取扱説明書を見ながら 10～15分かかります。 

 

 

●災害トイレとトイレ用テント 

 

 災害用トイレは多様なタイプがあり，いずれも数千円程度から

購入可能です。トイレ用テントも数千円程度で購入できます。 

 介護用トイレを活用することも可能です。 
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●アルミ製保温シート 

 安価なものもあります。授業では繰り返し使用するため，たたみ直して収納しますので，袋付きが便利です。 

 
限られた枚数を大勢で共有する。 

 
まずは妊娠女性を優先すると決めた例・・・ 

  

●試食用アルファ化米 

 5 年保存可能な商品が複数社から出ています。被災時想定の調理実習でポリ袋調理を扱う場合，鍋炊飯の他

にお湯をそそぐだけのアルファ化米を組み合わせた短時間調理も調理例としてお勧めします。 

  
 

●試食用乾パン 

缶詰乾パンは賞味期限が 3 年～5 年の備蓄用で，1 缶（１００g）２５０円程度です。袋入りは賞味期限が 1 年

で，1袋（２００g）２５０円程度です。授業の試食用としては袋入りを活用できます。 

 

配膳する人用使い捨てのゴム手袋やウエット 

ティッシュがあると衛生面で安心です。 

 

食事の配膳係は，小学生役や中学生約が担当する 

クラスもありました。 
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本研究は，家庭科で防災の視点を取り入れた学習が必要と考えて教材開発を行ったところから

始まりました。最初の取り組みは，高校家庭科の授業例として「東日本大震災と家庭科」（2014．ド

メス出版）に採録していただきました。その後，予備調査として大学生の防災に関する意識調査を

踏まえた教材開発を行いました。2015 年には，山形県内高校 2 校から高校生対象の意識調査と

提案授業をお引き受けいただき，その調査結果は東北家庭科教育研究第 15号に「山形県におけ

る高校生の防災に関する意識と防災教育の現状」として掲載されました。調査並びに提案授業を

お引き受けくださった大場広子先生，大竹恵里先生に厚く御礼申し上げます。 

2016 年度に科学研究費助成事業 基盤研究（C）（課題番号 16Ｋ00739）に採択されて，さらに

研究を進めてまいりました。2018 年度からは山形県立酒田光陵高校，2019 年度からは山形県立

米沢興譲館高校で，授業実践と生徒の意識調査にご協力をいただきました。提案授業を実践い

ただいた佐藤千穂先生，渡部弘美先生と生徒の皆さんに厚く御礼申し上げます。そのご縁で，

2019 年度は山形県高等学校教育研究会家庭・福祉部会の 2 地区の研修会で，防災の視点を取

り入れた家庭科学習を研修テーマとして取り上げていただきました。多くの皆様に関心を持ってい

ただいたことに感謝申し上げます。また，2018 年度卒業研究として授業例の原案作成に携わった

石川舞さんにこの場を借りて感謝申し上げます。授業例 2 つを発展的な学習例として掲載させて

いただきました。  

ようやくこれまでの研究を授業の手引き書として刊行することができました。今後，この手引き

書を家庭科で取り組む防災・減災の学習にご活用いただけましたら幸いに存じます。本手引書を

ご利用になり，お気づきの点がございましたら是非忌憚のないご意見をお寄せください。本手引き

書の内容については，より利用しやすくなるようホームページからの配信も計画しております。ま

たこれに関連するテーマでの研究を継続する所存です。今後とも，よろしくお願いいたします。 

 

著者  山形大学 石垣和恵 ，村山良之 

発行  2020 年 3 月 
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〒９９０－８５６０ 山形県山形市小白川町１－４－１２ 

ishigakika@e.yamagata-u.ac.jp 
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