Ⅴ


平成20年度



特集：学校保健安全法



東京都教育委員会安全教育プログラム開発推進校

小・中一貫した生活安全教育の推進
〜 ｢地域安全マップ作成｣ を通じて〜
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｢一中・一小地域安全マップ｣ を作ろう

２

単元の目標
【小学校】
・自分の身の回りにある ｢防犯｣ あるいは､ ｢犯罪から自分の身を守る｣ ことに関する事柄
から､ 自ら課題を見出し､ 意欲的・計画的に学習することができるようにする｡ (関心・
意欲・態度)

・自分との関係について考えながら､ 見通しをもって､ 内容や目的にあった解決方法を考え､
効果的なまとめ方や表現ができるようにする｡ (学び方)
・ ｢犯罪から身を守る｣ ことに関して必要な情報を収集し､ それらを効果的にまとめるとと
もに､ お互いに分かりやすく伝えようとする｡ (表現力)
・危険な場所の様子､ 身を守る方法など､ ｢犯罪から身を守る｣ ことの学習を振り返りなが
ら､ その大切さに気付いたり､ 普段の生活に生かそうとしたりする｡ (生活に生かす)


【中学校】
・地域安全マップの作成に積極的に関わるとともに､ 活動を通じて小学生と積極的に関わろ
うとする｡ (関心・意欲・態度)
・自分との関係について考えながら､ 見通しをもって､ 内容や目的にあった解決方法を考え､
効果的なまとめ方や表現ができるようにする｡ (学び方)
・自分たちの考えを小学生にわかるように伝え､ 小学生を導こうとする｡ (表現力)
・自分より幼い年齢の子供たちの防犯に関心を持ち､ 地域の安全活動に協力しようとする｡
(生活に生かす)

３

東京都安全教育プログラム ｢必ず指導すべき基本的事項｣ との関連


安全教育プログラム開発の視点
｢必ず指導すべき基本的事項｣ とは､ 事件・事故の発生の有無にかかわらず､ 学校と
して必ず指導しなければならない事で､ 年間を見通して､ 指導時期を計画しておく必要
がある｡
東京都では､ 事件・事故が発生した後に実施する ｢応急的・緊急的な安全教育｣ にと
どまらず､ 年間を通じて ｢生活安全｣ ｢交通安全｣ ｢災害安全｣ を意図的・計画的に関連
付けた総合的な安全教育プログラムを開発してきた｡
学級で行われる朝の会や帰りの会等の ｢日常的な安全指導｣ や東京都交通安全日や避
難訓練､ 長期休業前後等の ｢定期的な安全指導｣ と､ 特別活動や総合的な学習の時間等
で､ 単元や学習課題を特設して行う ｢特設する安全学習｣ とを関連させて安全教育を行っ
ていく｡



領域
生活安全 (防犯)



区分
地域や社会生活での安全



目標
地域・社会で起こる犯罪や危険について理解し､ 安全に行動できるようにする｡



内容
・人通りの少ない道や街路灯の少ない場所など ｢入りやすく｣ ｢見えにくい｣ 場所を確
認しよう｡
・ ｢子ども１１０番の家｣ を確認しよう｡
・地域の安全における自分たちの責任と役割を考えよう｡
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単元の観点及び評価規準

関心・意欲・態度
○安全について関心をもち､
自らが設定した課題をすす
んで調べようとしている｡
(小・中)
○安全について学んだ判断基
準を生かし､ フィールドワー
クをすすんで行っている｡
(小・中)
○班の小学生・中学生が協力
して､ 地域安全マップを作
成している｡ (小・中)
○中学生が､ 小学生を積極的
にリードしようとしている｡
(中)
○自分より幼い年齢の子供た
ちの防犯に関心をもつこと
ができる｡
(中)

５

学び方

表現力

生活に生かす

○ ｢安全な場所｣ ｢危険な場
所｣ の理由を考えながら調
査することができる｡
(小・中)
○地域安全マップに適した写
真や取材した内容を選ぶこ
とができる｡
(小・中)
○危険回避・対処の仕方や安
全な街づくりのための考え
をもって作成することがで
きる｡ (小・中)

○発表会で伝える小学校３年
生を考えて安全の判断基準
を明確にし､ 分かりやすく
地域安全マップに表すこと
ができる｡ (小)
○取材で気付いたことや分かっ
たことを効果的に使い､ 地
域安全マップに表すことが
できる｡ (小・中)
○マップづくりで気付いたこ
とや感じたことを発表して
いる｡ (小・中)
○自分たちの考えを､ わかり
やすい言葉で小学生に伝え
ようとしている｡
(中)

○地域が変わっても応用して
学習と関連付けて考える
ことができる｡
(小・中)
○指導員や保護者など､ 協力
していただいた方々に感
謝し､ 安全な生活をしよ
うとする気持ちをもつこ
とができる｡ (小・中)
○中学生として地域の安全活
動に関心をもつことがで
きる｡
(中)

単元について


教育課程上の位置付け ｢総合的な学習の時間｣
本単元は
時間扱いの安全教育に関するテーマ学習である｡ 東京都が推奨する ｢地域安
全マップづくり｣ の理論に基づいた ｢地域安全マップ｣ づくりの学習である｡ 地域安全マッ
プとは､ 立正大学の小宮教授が考案し､ 提唱したもので､ 子供たちが地域を実際に見て回っ
手作成する､ 犯罪が起こりやすい危険な場所を表示した地図のことである｡ 犯罪が起こり
やすい場所を確認したり､ それらを地図に表したり､ マップをもとに伝えあったりするこ
とで､ 犯罪被害防止能力あるいは危険回避能力が高まることを期待する｡
地域安全マップづくりの理論的根拠は､ 新しい犯罪対策の考え方 ｢犯罪機会論｣ に由来
する｡ 伝統的な犯罪対策の考え方である ｢犯罪原因論｣ では､ 犯罪が発生してから原因を
究明し､ 原因となったことを取り除くことで犯罪を防ぐのであるが､ その減少には長期間
かつ大規模な対策を必要としてきた｡
それに対して､ ｢犯罪機会論｣ では､ どんなに犯罪を起こしやすい人でも､ 機会がなけ
れば犯罪を実行しにくい､ またはできないとされる｡ 犯罪者を減らすことも大切だが､ 個
人個人が意識をもって危険を回避していくことによって被害者をなくしていくことの方が
犯罪件数を減少させるのに即効力がある｡
子供たちに犯罪に対する危険回避能力を付け､ 向上させていくためのポイントは､ フィー
ルドワークやマップづくりの際に観点をもたせていくことである｡



◎犯罪が起こりやすい危険な場所
●入りやすい場所
犯罪者が怪しまれずに近づけて､ 悪いことをしてから､ すぐに逃げられる場所
●見えにくい場所
犯罪者が隠れていても分からないし､ 悪いことをしても見つからない場所
また､ 地域安全マップづくりの活動を通して､ 次のような効果が生じることも期待される｡
①子供自身の犯罪被害防止能力が向上する｡
②共同で作業することによって､ コミュニケーション能力が向上する｡
③地域に自分たちを見守っていてくれる大人がいることに気付き､ 地域への関心が高ま
り､ 地域への愛着が増す｡
④地域活動での達成感を得ることで､ 犯罪や秩序違反への嫌悪感を高め､ 非行防止につ
ながる｡
⑤フィールドワークの様子を見かけた地域の方々が､ 地域への安全意識を高め､ 子供た
ちを地域として守ろうという気持ちが高まる｡
⑥小学生と中学生が､ それぞれと関わることでお互いに思いやりの心が育つ｡
⑦中学生が､ 小学生をリードすることで大人への自覚が生まれると同時に､ 地域の子供
たちの安全活動に興味を持ち協力しようとする｡
地域の小学生と中学生が一緒になって地域安全マップを作成することで､ 小・中連携を一
層強化していく｡ また､ 中学生の視点で地域の危険な場所を見付けて小学生をリードして
いく｡


単元設定の理由
学校内外で児童の安全が脅かされる事件が相次いで起きている｡ その ｢安全｣ について
考える機会が､ 家庭生活の中だけでなく､ 学校の教育活動においても求められている｡
しかし､ その成果が十分に現れているとは言えない状況もある｡ 社会の急激な変化に対
応し､ 児童・生徒自身が危険を予測し､ 的確かつ主体的に判断して､ 危険を回避する能力
を身に付けることが緊急の課題である｡
４年生の発達段階では､ 自らの意思で善悪の判断に基づいた行動がとれるようになる大
切な時期であるため､ 規範意識の向上を徹底する指導を行うことが重要である｡ 児童の自
主性を尊重しつつ､ グループでの協同活動の仕方や仲間意識の在り方などについて指導す
るとともに､ ｢安全｣ について､ 好ましい具体的な体験を行うことが求められている｡
中学３年生は義務教育最高学年｡ 規範意識もかなり育っている｡ 今回は､ そんな中学生
が小学生をリードし､ 大人の代わりをすることで､ さらに危機意識を育てられることを期
待する｡ また､ この活動を通して地域の子供たちの防犯にも興味を持ち､ 安全活動にも協
力してくれることが期待できる｡ そして､ 犯罪を起こす側ではなく防犯に協力する側にま
わることで､ 犯罪そのものを減らすことにもつながる｡
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児童・生徒が生活している自分たちの地域の様子を詳しく知ることは､ 安全対策上､ 大
変重要なことである｡ 地域の小・中学校が連携することで､ 児童・生徒のコミュニケーショ
ン能力の向上や地域への愛着心を育てることも期待できる｡
そこで､ 体験的な学習と､ 課題解決学習が中心となる総合的な学習の時間において､ こ
の活動を取り入れることにより効果的に学習が展開できると考え､ 本単元を設定した｡

６

児童・生徒の実態
連れ去りなどの事件の報道や近隣からの不審者情報がある度に､ 学校での指導が行われて
きている｡ 子供たちは､ そのようなことは自分自身の身の回りに迫ってきていることに少し
ずつ気が付き始めているが､ まだまだ他人事と思っている子供が少なくない｡ まして､ 切実
感をもっている子はほとんどいない｡
大人から見れば危険な場所に入り込んで平気で遊んでいたり､ 帰宅のチャイムを気にせず
に遅くまで遊んでいたりすることも多いのである｡ ある意味､ 保護者も､ ｢うちの子は大丈
夫｣ と高をくくっているところがる｡
中学３年生は､ 自分たちが小学生時代大きな事件が起きている｡ 小学２年生のときには､
大阪での池田小事件､ また､ ６年生のときには､ 広島・今市での小学１年生が下校時に殺害
された事件などである｡ それぞれの事件のときには､ 大人たちが危機意識を持ち､ 学校でも
様々な働きかけがあった学年である｡ また､ 子供たちはセーフティ教室で､ 危険回避の方法
として ｢い・か・の・お・す・し｣ などを学び､ 危険回避の意識はある｡ このような積み重
ねから､ 中学３年生の大半は､ 危険が潜む場所として､ 人が少ないところや暗いところなど
のイメージももっている｡ しかし､ どのような状況や場所が危険なのか具体的に捉えられて
いない｡
そこで､ 危険回避をする前に､ まず危険な場所に近づかないことが大切であり､ それは､
どういう条件がある場所なのか直感的に判断できることが大切である｡ 本単元での活動を通
して､ これらの危険回避能力や実践力を育てていきたいと考える｡

７

小・中連携の視点
第一小学校と第一中学校は､ 

年以上前から小学生・中学生・地域の方で､ ｢通学路花いっ

ぱい運動｣ という通学路に花を植える活動を行ってきている｡ 今は､ 年に２回､ 地域ごとに
小学生と中学生が協力して花の植え替えを行っている｡ また年に一度､ 教師の交流も行って
いる｡ 授業を見学したり､ 訪問授業を行ったり､ 学習や生活､ その他様々な活動について意
見交換も行っている｡ 今回は､ このような活動の延長として､ 地域の安全について小学生・
中学生で考える機会とした｡


８

単元指導計画 (10時間扱い)


















○地域安全マップとはどのようなものかを知る｡

☆実物を見ることで視覚的に全体像をつかませる｡

○地域安全マップの効果を知る｡

☆作成することで､ 危険を回避する能力を身に付け

○教材ビデオ ｢地域安全マップをつくろう！｣ を視
聴する｡

るという ｢めあて｣ を知らせる｡
◆自分の住んでいる地域の安全について意欲的に考

○中学生のこの活動での役割について知る｡ (中)

えようとしている｡
☆全体にこの活動の意義を伝える｡ (中)







○危険な場所の判断基準を知る｡
入りやすい ＋ 見えにくい
入りにくい ＋ 見えやすい

☆地域で撮った写真を提示し､ なぜ危険かを考えさ




危険な場所
安全な場所

○作成上の留意点を知る｡
○中学生と顔合わせをし､ 班編成､ 役割分担､ 調査


分担区域を決める｡

せる｡
☆ ｢入りやすい｣ 場所､ ｢見えにくい｣ 場所がなぜ
危険なのかその理由を押さえ､ 具体例を示す｡
☆判断基準を理解させ､ 地域の犯罪の起こりやすい
場所について考えさせる｡

○どういうマップにするか､ どんな情報を載せるか
を話し合い､ 決める｡



○フィールドワークの決まりやマナー､ インタビュー
の仕方を知る｡

◆ ｢入りやすい場所｣ と､ 周囲から ｢見えにくい場
所｣ が危険な場所であるという判断基準に基づい
て課題を考えることができる｡
☆犯罪発生場所や不審者出現場所､ 日頃不安に感じ
ている場所などをそのまま書き込むものではない
ことを確認する｡

○安全協会の講師を招いて､ 安全マップを作る上で
の注意点などを聞く｡ (小中)

☆各役割の具体的な作業内容・持ち物・留意点を知
らせる必要に応じて､ 班会議・係会議を行い､ 班
としての行動日程等の確認､ 係独自の留意事項等
を徹底する｡
☆学区域を14の調査区域に分割しておく｡
◆自分の役割を自覚し､ マップづくりへの意欲をも
つことができる｡

○中学生として小学生に何を伝えるのか､ 小学生を
どのようにリードするのかを知る｡ (中)

☆班長に､ フィールドワークやマップづくりでの注
意点と小学生との関わり方について知らせる｡
(中)
◆自分ですすんで小学生・中学生と関わろうとして
いる｡ (小中)





!

○班ごとにフィールドワークを行い､ 取材活動を行
う｡

ルドワーク中の安全体制を確立するとともに､ 緊

○フィールドワークをする際の安全に関する約束を
確認する｡ (小中)

急時の対処方法等を児童に徹底する｡
☆保護者・地域に､ 当日児童・生徒がフィールドワー

○グループごとに役割分担にしたがってフィールド


ワークを行う｡ (小中)
・メモをとる｡

☆緊急連絡体制､ 危険箇所への教員配置等､ フィー

・写真を撮る｡



・危険な場所､ 安全な場所を書き込む｡

クをする旨を周知しておく｡
☆安全確保のため､ フィールドワークでは､ 各班に
保護者の付き添いを依頼する｡
☆デジタルカメラ､ 地域の地図､ シール､ ワークシー
ト､ を用意する｡

○小学生が気づかない場所などを､ 中学生の視点で
小学生に教える｡ (中)

◆班で協力して､ すすんでフィールドワークを行う
ことができる｡
◆自分ですすんで小学生をリードしようとしている｡
(中)
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※フィールドワーク終了後､ 写真の現像など､ 諸準

○全体像のレイアウトをする｡ (小中)

備のための時間を設定する｡

○係ごとの作業内容を確認し､ 作業に取りかかる｡
(小中)

☆作成にあたっては､ 個人情報の保護が重要である
ことを指導する｡

○グループで調べてきた危険な場所､ 安全な場所の

☆模造紙､ 写真､ コメントを書くカードを用意する｡

写真を選び､ 配置する｡ (小中)
○発表を意識して､ 分かりやすい地図にするための
工夫を話し合う｡ (小中)
・エリア色分け

・吹き出し

☆分かりやすい地図にするにはどんな工夫が必要か
助言する｡ (中)

・記号

・写真等

○他のグループの工夫を知り､ 地域安全マップづく
りの参考にする｡ (小中)
○小学生をリードし､ マップづくりを行う｡ (中)

◆写真の選択やコメントを書き込む過程で､ 見つけ
た危険な場所を自分の課題としてとらえ､ 理由を
考えながら活動している｡
◆協力して地域安全マップを作成している｡

○発表の準備をする｡ (小中)

☆発表者､ 発表原稿作成者等の分担も行う｡
☆班ごとに発表リハーサルを行う｡
◆小学生をリードし､ マップづくりを行っている｡
(中)



 !"#$%

&
〇マップをもとにして発表の内容を考え分担して発
表原稿を作成する｡ (小・中)


〇４年生は､ 小学校３年生に伝える｡ (小)
・グループごとに分担した場所と防犯について発
表する｡



・調べたこと､ 発見したこと､ 感じたことを伝え
る｡
○地域の安全､ 子供の安全について発表する｡ (中)

☆ ｢どの場所が危険で､ どの場所が安全と判断した
のか｣ その根拠を中心に発表する｡ 各班の発表時
間に制限がある場合は､ 上記の点のみを発表し､
苦労した点や反省点などは省く｡
☆安全､ 危険の理由を明らかにすることと犯罪被害
を防ぐための方法も教えることを助言する｡
◆相手意識をもって発表原稿を作っている｡
☆発表原稿にしたがって､ 分かりやすく伝えるよう
に助言する｡
◆今までの学習の経過を思い起こしながら伝える相
手を意識して発表している｡
◆学習したことを自分の生活に生かそうとしている｡

９

本時の展開 (６・７／10)


ねらい
・ ｢危険な場所｣ ｢安全な場所｣ の判断基準を理解し､ 自らの安全確保に対する意識を高
める｡
・調べたことをもとに､ グループごとに作業を分担し､ 地域安全マップを作成する｡
・安全マップ作成を通して､ 小学生と中学生が積極的にかかわる｡
・中学生が､ 小学生のよきリーダーとなり行動し､ 地域の安全への意識を高める｡




展開【90分扱い】

































☆作成にあたっては､ 個人情報の保
護が重要であることを指導する｡

!"

#

$%&

'(

)*+

☆分かりやすい地図にするにはどん
な工夫が必要か助言する｡







!""#$"%&"
'(")*+,-./-

○全体像のレイアウトをする｡

☆模造紙､ 写真､ コメントを書くカー
ドを用意する｡

○係ごとの作業内容を確認し､ 作業に取りかかる｡

☆児童・生徒の自主的な行動を促す

○グループで調べてきた危険な場所､ 安全な場所の写真を選び､
配置する｡

声かけをする｡ 中学生が小学生を
リードするよう促す｡



高柳

金原

◆写真の選択やコメントを書き込む

８班〜14班

小山

鈴木

過程で､ 見付けた危険な場所を自

全体

森本

ゲストテーチャー

分の課題としてとらえ､ 理由を考



○１班〜７班

えながら活動している｡
◆ ｢危険な場所｣ ｢安全な場所｣ の
判断基準を理解し､ 自らの安全意
識をもっている｡
◆グループの仲間と作業を分担し､
すすんで地域安全マップを作成し
ている｡
0

1234567"89

:;

!

○他のグループの工夫を知り､ 地域安全マップ作りの参考にする｡

☆マップつくりが進んでいる班を選
び､ 簡単な感想を発表してもらう｡



☆発表者､ 発表原稿作成者等の分担



○発表の準備をする｡

も行う｡
☆班ごとに発表リハーサルを行う｡



○次時の活動について知る｡
◆地域安全マップづくりを通し､ 小・
中学生が積極的にかかわろうとし
ている｡

10

評価
・ ｢危険な場所｣ ｢安全な場所｣ の判断基準を理解し､ 自らの安全確保に対する意識を高め
ていたか｡ (小・中)

・調べたことをもとに､ グループごとに作業を分担し､ 地域安全マップを作成していたか｡
(小・中)
・安全マップ作成を通して､ 中学生と積極的にかかわっていたか｡ (小・中)
・安全マップづくりを通して､ 地域の安全・子供たちの安全に意識が高まったか｡ (中)

Ⅴ
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―― 受動から能動へ ――

東京都立青梅総合高等学校
主任教諭

遠 藤

和 彦

１. はじめに
青梅総高等学校は､ 東京都教育委員会の ｢平成

年度安全教育プログラム開発事業推進校｣
に指定されました｡ そこでもう一度､ 高校生としての ｢安全教育｣ について考えてみました｡
今までにも安全教育として､ 生活・交通・災害について小学校､ 中学校で繰り返し行われて
きました｡ 特に近年では､ 高等学校で薬物､ 携帯電話についても ｢セイフティー教室｣ にお
いて安全教育が強化されています｡ しかし､ 実施されている多くの ｢安全教育｣ は生徒､ 児
童への ｢個｣ を守ることが活動の中心となっており､ その後の行動についてまでは指導が十
分にされていないのが現状である｡ また､ 学校は地域に置かれている立場を考慮した安全教
育活動を計画する必要がある｡

２. 地域における高等学校の役割
高等学校は地域の文化・スポーツの教育機関として､ 専門的な知識や技術を地域開放教室
などを通して還元している｡ しかし､ 高等学校に求められるのはこれだけではなく､ 災害な
どの非常時における救護の重要な一翼を担っているのである｡
特に､ 我が校の位置する青梅は､ 古くは宿場町として栄えた為､ 現在でも細い路地裏の道
が多く点在している｡ また､ 都心への通勤者が多く､ 昼間は老人と乳幼児と母親が多くなっ
ている｡ 特に､ 学校周辺には独居老人の住居も多く地震などの災害が生じた際には多くの手
助けが必要となる地域である｡
そこで､ 本校では防災マップを作りでタウンウォッチング行い､ 自分が通う学校周辺地域
の､ 危険な場所・安全な場所・災害時に役立つ場所などを知り､ 災害時に地域の一員として
協力し､ 災害に立ち向かう ｢地域防災力｣ を育成します｡ また､ 生徒が ｢いつでも｣ ｢どこ
でも｣ 災害の遭遇した際に､ 危険を回避し､ 都民の一員として人々と協力し､ 子供や老人な
どの弱者を安全に避難・誘導できる実践力を育成します｡

３. 本校における取り組み
本校では､ 防災・生活の両分野を含む ｢安全教育｣ として､ 地域の ｢防災マップ｣ 作りを
実験的に１クラス (注) 行いこれからの地域と連携した ｢安全教育｣ のあり方を探る｡
注：年度内における ｢奉仕｣ の年間計画が決定していたので１クラスで実施


目

的

① ｢防災マップ｣ 作りを通して､ 地域環境を知ることにより､ 災害時のみならず､ 日常の
登下校などの生活場面においても､ 犯罪被害や交通事故の加害者・被害者にならないよ
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う危険を予測する力を育成する｡
②高校生として､ 災害時や緊急時に直面した際にできることを考え､ 適切に判断し行動で
きる力を育成する｡
③学校が災害時における防災拠点となることを知り､ 生徒自らが地域防災の担い手である
ことを理解し､ 積極的に災害時におけるボランティア活動に積極的に参画する意識と態
度を養う｡


教育課程上の位置づけ
東京都で必履修科目となっている ｢奉仕の時間｣ を
時間使って実施しました｡
注：奉仕の時間について､ 本校では１年次で１単位−

時間を時間割外で実施

回数

活動項目

時数

学習活動における到達目標

１

防災講話と防災マップ作りにつ
いてと地域調査Ⅰ

３.５

講話を通して高校生に求められる地域防災力の
在り方を理解している｡

３.５

防災についての安全・危険について理解し､ 積
極的に取り組んでいる｡

３

全体に分かりやすく視覚的な発表ができている｡

２
３

地域調査Ⅱと資料整理による防
災マップ作り
防災マップによる地域安全のプ
レゼンテーション

４. 防災マップ作り


防災マップの必要性について
阪神淡路大震災の被害状況をパワーポイントで示し､ 地域防災の大切について指導し考
えさせる｡ そして､ 地域防災について ｢平常時｣ にどんなことを準備していなければなら
ないか｡ また､ ｢災害時｣ に地域から求められる ｢高校生として｣ 地域防災力の活動につ
いて学習する｡
ၞ㒐ἴജ䈫䈚䈩䈱ᵴേ

㒐ἴ䊙䉾䊒䉍䈱ᔅⷐᕈ

䋱䋮ᐔᏱᤨ
㽲ၞౝ䈱ోὐᬌ
ၞ䈱ታᘒ䉕⍮䉍䇮䈇䈧䈪䉅ⴕേ䈪䈐䉎
䉍䉕䈜䉎䇯

䋱䋮㔡ἴ䈏䈖䈦䈢䉌
ㅢ䇮䊤䉟䊐䊤䉟䊮䇮␠ળ䉲䉴䊁䊛
㸣
㤗 ∽ 䈱ജ䈮䈲㒢
⇇䈏䈅䉎
㸣
ၞ䈱ੱ䇱䈫දജ䈏ᔅⷐ
䋨ၞ㒐ἴജ䋩

㽳㒐ἴ⍮⼂䈱᥉䈫⊒
ၞ䈱ో⺞ᩏ䈱⚿ᨐ䉕䈚䇮ၞో
䈪㒐ἴജ䉕ะ䈜䉎䇯
㽴㒐ἴ⸠✵
㒐ἴ⸠✵䉕ㅢ䈚䈩䇮ᣣ㗃䈎䉌ἴኂ䈮䈋䉎䇯

  

䋲䋮ἴኂᤨ
㽲ೋᦼᶖἫ䈻䈱දജഥ
ἴኂ䈱ᄢ䉕㒐䈓䈱䈮ᔅⷐ䈭ᵴേ䈪䇮ᶖ
Ἣᩖ䉇᳓႐䈱⟎䉕ᛠី䈜䉎䇯

㽴ㆱ㔍⺃ዉ
⁛ዬ⠧ੱ䉇ᐜఽ䈱䈇䉎ኅᐸ䉕ᛠី䈚䇮
⚛ᣧ䈇ኻᔕ䉕ⴕ䈉䇯
㽵ㆱ㔍ᚲ䈱▤ℂ䊶ㆇ༡
ቇᩞᗧᄖ䈱ㆱ㔍႐ᚲ䈫䈭䉍䈠䈉䈭䈫䈖䉐䉕
ᛠី䈚䇮৻ᤨ⊛䈭ㆱ㔍႐ᚲ䉕⏕䈜䉎䇯

㽳ᢇ䊶ᢇഥ䈱ഥ
ੱᢇഥ䈮䈲⚛ᣧ䈇ⴕേ䈏ᔅⷐ䈫䈭䉍䉁
䈜䇯ෂ㒾ᚲ䈱ᛠី䈏ᔅⷐ䈪䈜䇯

  



㜞ᩞ↢䈮᳞䉄䉌䉏䉎ၞ㒐ἴജ
ᐔᏱᤨ
䂾㒐ἴ⍮⼂䈱᥉䊶⊒
䉺䉡䊮䉡䉤䉾䉼䊮䉫䈮䉋䉎㒐ἴ䊙䉾䊒䉍䉕ㅢ䈚䈩䇮
ၞ䈱㒐ἴኻᔕ⁁ᴫ䉕䈜䉎䇯
ἴኂᤨ
䂾ㆱ㔍⺃ዉᵴേ
㒐ἴ䊙䉾䊒䈮ၮ䈨䈇䈩䇮⁛ዬ⠧ੱ䉇ᐜఽ䈱ኅᐸ
䈭䈬ో䈮ㆱ㔍⺃ዉ䈜䉎䇯



タウンウォッチング
防災マップ作りで大切な地域実態について把握するために､ 地図をもとに指定された地
域を歩いて情報を収集し､ 電子データ化して地域との資料の共有を図る｡
①タウンウォッチング地域の指定
青梅総合高等学校が防災避難場所に指定されている地域を中心に６班で調査ができるよ
う分割し､ 各班で担当を決め実施する｡
１班：６〜７人
班構成：

リーダー：１名

記録：２名 (写真係：１名､ 地図への記入：１名)

調査：３〜４名 (安全な場所､ 危険な場所､ 災害時に役立つ場所)
②タウンウォッチングの実施
調査担当者が各受け持ち (安全な場所､ 危険な場所､ 災害時に役立つ場所) について記
録者に報告し､ 記録者はデジタルカメラで撮影し､ 地図に色つきシールで区別しやすいよ
う貼り付けて行く｡
注：調査は公道で実施するので交通の安全には十分に注意するよう指示する｡
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生徒に提供した資料
・地域の地図

٨・・・地震発生時に危
険な場所
٨・・・災害対応資器材
及び保管場所
٨・・・一時的に避難で
きる所
٨・・・災害時に役に立
つところ
٨・・・公共施設

・写真の例

●公共施設

●災害対応資機材

●災害時役立つ場所

●一時避難できる所

●地震発生時危険な場所

③生徒の調査風景

災害時危険物のチェック

道幅の確認

地図への書き込み




④情報整理
班ごとに事前に準備しておいた電子データに調査内容を書き込み､ 誰もが共有できる防
災マップを作成する｡

防災情報の記入

防災マップ作り

情報の電子データ化

５. プレゼンテーション
プレゼンテーションでは､ 防災マップ作りを通して次のことを確認する｡
①安全判断基準を明確に示し､ 地域の人々に分かりやすい防災マップを表現できた｡
②調査を行い､ 分かったことをパソコンにデータで入力し､ 資料を視覚的に表現すること
ができる｡
③防災マップを作成し､ 新たに気付いたことや感じたことについて発表することができる｡
そして､ 発表会を通して地域と情報の共有し､ 防災に対する知識の定着と､ 生徒個々の
地域防災における ｢奉仕｣ の意識の向上を目指す｡


生徒によるプレゼンテーションと感想
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その他､ 防災マップ作りを通して､ 生徒から見た青梅地区の防災的特徴と感想
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この様に､ 普段何気なく通っている道も ｢安全・安心｣ を意識して見直してみることに
より､ 生徒が災害の遭遇した際に､ 危険を回避し､ 危険な場所・安全な場所・災害時に役
立つ場所などを認知し､ 災害時に地域の一員として協力し､ 災害に立ち向かう ｢地域防災
力｣ が育成される｡

６. おわりに
今回､ 東京都教育委員会の ｢平成
年度安全教育プログラム開発事業推進校｣ に指定され
実施した取り組みで､ １クラスしか行うことはできなかったが､ これからの高校生及び避難
拠点となる学校在り方など､ 安全教育の在り方について考えることができたことは大変貴重
な体験であった｡ また､ 体験した生徒たちも地域調査で､ 町の人からも声をかけられ､ 関心
を寄せられていた｡ そして､ タウンウォッチングを行い自分たちが普段通学している地域に
ついて､ ｢安心・安全｣ の視点で町を見直すことができ､ 生徒の ｢安全・安心｣ の意識の向
上につながった｡
また､ ｢防災マップ｣ 作りだけで終わるのではなく､ 災害時に学校が避難拠点となること
を考慮し､ 簡易テントや簡易トイレの作り方や､ 炊き出しなど様々な活動に発展させること
が出来る｡ そして､ これらの活動も学校だけにとどまるのではなく､ 地域と一体となって行
うことで､ 独居老人や乳幼児の家庭､ 自治会にとって大きな安心につながります｡
現在､ 東海沖地震がいつ起こっても不思議ではない状況下で､ 災害を中心にした安全教育
では､ 災害時避難拠点となる学校の役割について､ 生徒だけでなく平時より教職員も含めて､
災害時における学校の役割についてもう一度考えることが必要である｡
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松瀬三千代

はじめに
いつ起きてもおかしくないと言われている我が国の大規模地震｡

その対応策として学校

では､ 各教育委員会から示された指針を受け､ 学校独自の防災計画やマニュアルを作成して
いる｡ そして日常の安全点検をはじめ､ 地震・火事を想定した避難訓練を年２〜３回程度実
施しているのが現状である｡ しかし､ これらの防災マニュアルや教師が主導して行っている
避難訓練で､ 実際に災害が生じた場合､ 教師はこれらの防災マニュアルに基づいて児童生徒
を安全に避難させることができるのだろうか｡ 特に障害のある児童生徒の教育機関である特
別支援学校では､ 児童生徒の特性から教師の不安や危機意識は高いと思われるが､ 実際はい
かなるものなのであろうか｡
①

年に永松が全国校の特別支援学校での災害対策に関する実態調査を､ ①学校の対
応策の具体的内容､ ②教員の危機意識の構造の観点から行った｡ その結果によると､ ①特別
支援学校は､ 災害時における関係機関との連携や防災備品等の準備はしているが､ 防災対策
を専門的に扱う校内組織の設置や個々の生徒の避難方法の検討に関しては十分に進んでいな
いところが多い｡ また､ ②特に知的障害の特別支援学校では､ 子どもの安全避難への不安が
とても高いという教師の潜在的不安意識が示された｡ 知的障害の特別支援学校は､ 肢体不自
由の特別支援学校に比べて担当する児童生徒の数も多く､ また自閉症を併せ持つ児童生徒も
多く在籍していることから､ 教師主導でクラスの児童生徒を誘導していく従来型の避難訓練
では､ 安全に児童生徒を避難させることが本当にできるのかという不安が現実には大きいと
考察している｡
そこで､ 現状の知的障害特別支援学校で行われている教師主導型の避難訓練を検討し､ そ
の課題から①避難訓練の改善を図り､ ②児童生徒の 危険意識・回避能力の向上のための学
習を試みた取り組みを紹介する｡

２

取り組み内容


現状の知的障害特別支援学校での避難訓練 (教師主導型) の検討
１) 方法
教師が必ず教室に居て児童生徒を避難させるという現状の避難訓練 (教師主導型
避難訓練) を検討するために､ 避難訓練開始時に教師不在のグループ設け､ その時
の避難訓練を行う児童生徒の様子をビデオカメラで収録し分析した｡ (図１) ただ
し､ 小学部の児童は､ 従来通り教師が教室に居て避難させることとし､ 中学部の１
グループ､ 高等部の２グループを避難訓開始時に教師不在とし､ 教師主導で避難し
たグループと避難場所までに要した時間等を比較検討した｡
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２) 結果
①

教師不在グループの生徒の様子
・放送で指示がされたにもかかわら椅子に座ったままじっと動かない｡
・火災発生にもかかわらず机に潜り続けている｡
・放送が入るとすぐに逃げだそうとする｡ 火災の火元の意識をせずに逃げる｡
・教師を捜しに行く｡ 教師を教室でじっと待っている｡
・グループの中のリーダー的生徒の指揮のもとで避難する｡

②

各グループの避難場所 (本部) 集合に要した時間の比較
・教師を待ったグループは､ 教室を出て校舎から脱出するまでに要した時間が一番長
かった｡
・勝手に飛び出して個々に逃げたグループは､ 避難場所 (本部) にグループの全員が
集合するまでに要した時間が一番長かった｡
・リーダー的生徒の指揮の下に避難したグループは､ 本部に集合するまでに要した時
間は教師主導型グループより長かったが､ 教室から脱出した時間､ 校舎を脱出する
に要した時間は教師主導型とあまり変わらなかった｡

３) 考察

(図１) 各グループの避難に要した時間の比較

・児童生徒は､ 教員によ
る避難指示により行動
するパターンを学習し
ており､ これが邪魔し
て自ら行動することが
できない場合がある｡
・特に自閉症を併せ持つ
児童生徒は､ 放送のみ
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では状況の理解ができ

㩷 㩷

ず､ パニックを起こし

㩷 㩷

たり､ 避難する場所の
方向等がわからず右往
左往する等の行動が見
られた｡
・これまでの訓練は､ 避

㩷 㩷

難経路として同じ経路

㩷 㩷

を設定し繰り返してい
た為､ 状況 (火元) に
応じて経路を選択して
の行動ができない｡


・放送の内容が理解できないことにより､ 安全確保に向けた適切な行動をとれない場
合がある｡
・日常の集団活動でリーダー的役割担う生徒の存在により的確な避難へと結びつく場
合もある｡



避難訓練の改善
現状の避難訓練の結果から得られた課題を踏まえて､ 次からの避難訓練においては次の
ような改善を図り実施した｡
１) 改善策
①児童生徒が放送で理解しやすい指示にする｡
・容易な言葉を使用する｡ 火災 (かさい) →火事
・口調を自己発信型にする｡ ｢〜をしてください｣ → ｢〜をします｡｣
・ ｢何が｣､｣ ｢どこで｣､ ｢どうした｣､ そして ｢どうする｣ を明確に指示する｡
②視覚的指示での支援をする｡
・エマージェンシーカード (


 


) を作成し､ 常時教室に置いて

おく｡ 避難放送時には提示し､ 児童生徒の理解を促して避難させる｡ (図２〜図６)

図２ 
  



図３ 
   (火事)

図５ 
   (もぐる・にげる)

③避難場所や避難経路を変えて訓練を実施する｡
・火災想定の場合は火元を変えて実施する｡
・避難場所を変えて実施する｡

図４ 
   (地震)

図６ 
   (避難場所)
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２) 結果
このような改善策を取り入れ避難訓練を実施したとこころ､ 教師不在の教室においても､
放送や 


  により ｢火災｣ なのか､ ｢地震｣ なのか､ ｢地震＋火災｣ なのか
生徒自身が考え､ 判断し､ 適切な避難を行うことができた. 避難訓練時にはいつも教室に
教師がいることで教師の指示・誘導のみで避難しがちであったが､ 放送指示 (聴覚的指示)
の工夫や視覚的支援があれば､ 災害への危機意識や判断を的確していくことも可能になる
場合もあることが示された｡ 的確な判断・行動までに至らずとも､ 児童生徒に災害の状況
を少しでも理解させ､ 見通しを持たせて避難させることによりパニック等は軽減され､ 円
滑に誘導させることができた｡
また､ 校舎地図を用いて避難場所や避難経路の学習の事後に避難場所や火元を変えて避
難訓練を実施した｡ 火災元を危険な場所と意識して回避し､ 最適な避難経路考え､ 選択し
て避難できる生徒もいた｡



児童生徒への 危険意識・回避能力の向上のための学習プログラムの試み
１) 避難訓練時の自分の行動や友達の行動をビデオを見て振り返り､ 正しい行動を強化し
ていく学習プログラムの実施

図７ VTR で自分の避難行動を自己教示・自己記録する

図９ VTR で友達の避難行動を評価する

図８ VTR で自分の避難行動を自己評価・自己強化する

図10 VTR で自分と他人の避難行動を強化する


２) 校舎地図や教室のジオラマ上をフィギヤで操作し､ 避難場所や避難経路の学習の実践

図９ 避難場所､ 非常口､ 経路を確認

３

図10フィギヤを使って避難を試みる

図11 ジオラマで火元の確認

結果と考察
従来から行われてきた教師主導型の避難訓練は､ 教師がいかに安全に児童生徒を誘導する
かの訓練であり､ 児童生徒自身が自ら安全意識を促すには不十分であることが明らかになっ
たことから避難訓練時の支援の方法の改善を行った｡ 改善された避難訓練により児童生徒が
危機意識を自ら持ち得ることや適切な避難行動をとることができるようになる可能性が示さ
れた｡ また､ 自分の避難行動をＶＴＲで振り返る学習や避難経路､ 非常口を校舎地図やジオ
ラマ､ ﾌｨｷﾞﾔを用いた操作学習により､ 地震､ 火災等の知識の向上とともに安全意識の促進
や危機回避能力を促進させる学習プログラムとして実施することの有効性が得られた｡ 今後
も災害時の安全・安心に向けてのシステムの構築に向けて実践していきたい.
＜＊この内容は､ 横浜国立大学附属特別支援学校で取り組んだ実践である｡＞
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