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石の祠（水神様）マップを作成 なぜ水神様が地域に多いのか

防災頭巾防災頭巾



田植え 稲刈り

ジオパークと自然災
 害についての学習

 

ジオパークと自然災ジオパークと自然災
 害についての学習害についての学習

防災・宿泊体験学習防災・宿泊体験学習防災・宿泊体験学習



道徳教育を進めるに当たっては、家庭や地域と
 の連携を図りながら、集団宿泊活動やボランティ
 ア活動、自然体験活動などの豊かな体験を通し

 て･･･道徳性の育成が図られるよう配慮すること
 が明記されています。



•• 集団での宿泊体験や１０この防災に集団での宿泊体験や１０この防災に
 かかわる課題（かかわる課題（MISSIONMISSION）の解決を通）の解決を通
 

して、自然災害や災害発生時の対応して、自然災害や災害発生時の対応
 

について理解を深めるとともに、生きについて理解を深めるとともに、生き
 

る力を育む。る力を育む。





６月３０日（木）天候は、断続的な雨！６月３０日（木）天候は、断続的な雨！

５：５６５：５６
 

新潟県中越地区新潟県中越地区
 

震度２震度２
８：１６８：１６

 
長野県中部長野県中部((糸魚川糸魚川--静岡構造線上静岡構造線上））

震度５強の地震発生震度５強の地震発生
８：２１８：２１

 
同上同上

 
震度４の地震発生震度４の地震発生

８：３０８：３０
 

同上同上
 

震度２の地震発生震度２の地震発生
※http://tenki.jp/earthquake/より

http://tenki.jp/earthquake/








・緊急地震速報が出されました。まもなく大きな・緊急地震速報が出されました。まもなく大きな
 地震が起きる可能性があります。･･･（中略）･･･地震が起きる可能性があります。･･･（中略）･･･



・人員点呼とけがの状況を確認しなさい。・人員点呼とけがの状況を確認しなさい。
・・……（中略）（中略）……
・これから歩荷茶屋（宿泊施設）へ避難します。・これから歩荷茶屋（宿泊施設）へ避難します。







★避難所集会の進行につて★避難所集会の進行につて
★室長の選出について★室長の選出について
★★MISSIONMISSION３、４について３、４について

★先生たちは避難民であること★先生たちは避難民であること

ここは避難所です。
具合の悪い人もいます。
どうしたらいいですか？

ここは避難所です。
具合の悪い人もいます。
どうしたらいいですか？



※避難所での過ごし方を班員へ伝え、避難経路
 を確認したり、避難所生活で分らないことを班員
 にきいて集約したりしました。







・MISSION５について

★持参した非常食（２００円程度のおやつ）と、配給され
 た１．５ℓのペットボトルで過ごす。

 ★持参した水は食中毒予防のため飲んではいけない。

★持参した非常食（２００円程度のおやつ）と、配給され
 た１．５ℓのペットボトルで過ごす。

★持参した水は食中毒予防のため飲んではいけない。









・・・子どもがいなくなった
 避難所は、火が消えたよ
 うに寂しくなりました・・・

子どもは地域においても
 希望の光！・・・





・MISSION７について

★水道の水は使える。
★配給されたパン（６本入りチョコチップパン５袋、大き

 めのパン５つ）を４つの班と避難民（職員）で分ける。
 

★水道の水は使える。
★配給されたパン（６本入りチョコチップパン５袋、大き

 めのパン５つ）を４つの班と避難民（職員）で分ける。

どうやって分け
 ようか？



















防災の視点から従来防災の視点から従来
 の教育活動を整理・の教育活動を整理・

 発展させる。発展させる。

地域防災の在り方に地域防災の在り方に
 ついて、地域防災懇ついて、地域防災懇
 談会を開催し研修を談会を開催し研修を
 行う。行う。

地域防災懇談会
②根知地区における自主防災

 組織設立についての説明会

 ③避難場運営についての研修
④根知小学校における避難所

 運営について

 

地域防災懇談会地域防災懇談会
②根知地区における自主防災

 組織設立についての説明会
③避難場運営についての研修
④根知小学校における避難所

 運営について

５月～

総合的な学習の時間
５月～５月～

総合的な学習の時間総合的な学習の時間

６月３０日～７月１日

防災・宿泊体験学習
６月３０日～７月１日６月３０日～７月１日

防災・宿泊体験学習防災・宿泊体験学習

振興協議会（各地区長）
市消防本部・駐在所長

市教育委員会

振興協議会（各地区長）振興協議会（各地区長）
市消防本部・駐在所長市消防本部・駐在所長

市教育委員会市教育委員会

９月２１日

防災教室（児童・保護者）

９月２１日９月２１日

防災教室防災教室（児童・保護者）（児童・保護者）

5月9日

ジオパークと自然災害
 についての学習

 

55月月99日日

ジオパークと自然災害ジオパークと自然災害
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第１２問第１２問
「大雨により土石流が発生するかもしれない「大雨により土石流が発生するかもしれない……。。

避難する時は？」避難する時は？」

(a)(a)とにかく下へ逃げるとにかく下へ逃げる

(b)(b)土石流が流れてくる方向から直角に逃げる土石流が流れてくる方向から直角に逃げる
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66月月3030日～日～77月月11日日

防災・宿泊体験学習防災・宿泊体験学習

9月21日

防災教室（児童・保護者）

99月月2121日日

防災教室防災教室（児童・保護者）（児童・保護者）

11月21日

避難訓練③

1111月月2121日日

避難訓練③避難訓練③



防災の視点から従来防災の視点から従来
 の教育活動を整理・の教育活動を整理・

 発展させる。発展させる。

地域防災の在り方に地域防災の在り方に
 ついて、地域防災懇ついて、地域防災懇
 談会を開催し研修を談会を開催し研修を
 行う。行う。

5月9日

ジオパークと自然災害
 についての学習

 

55月月99日日

ジオパークと自然災害ジオパークと自然災害
 についての学習についての学習

地域防災懇談会
①避難訓練の評価、根知小防

 災教育の取組説明

 ②根知地区における自主防災

 組織設立についての説明会

 

地域防災懇談会地域防災懇談会
①避難訓練の評価、根知小防

 災教育の取組説明
②根知地区における自主防災

 組織設立についての説明会
5月～

総合的な学習の時間

55月～月～

総合的な学習の時間総合的な学習の時間

6月30日～7月1日

防災・宿泊体験学習

66月月3030日～日～77月月11日日

防災・宿泊体験学習防災・宿泊体験学習
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③避難所運営等についての研

 修（根知公民館大会１２月４日）

 

③避難所運営等についての研

 修（根知公民館大会１２月４日）

避難訓練③④避難訓練③④避難訓練③④
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御清聴ありがとうございました。御清聴ありがとうございました。

２０１２２０１２
 

再挑戦！再挑戦！

http://www.bosai-study.net/top.html
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