
令和3年度中国地方防災研究会第2回講演会
「自然災害から地域を守る防災の取り組み」

『不確実な社会に生きる子どもたちへの
防災減災教育の今と伝え方
～期待される建設業界の力～』

2021/11/10 15：40～17：00

ボウジョレーヌプロジェクト

中井佳絵(防災士)
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アウトライン(80分)

①公的機関による学校防災教育
②学校防災教育の今
③建設業界への期待
④防災教育の伝え方
（マイタイムラインを例として）

⑤まとめ
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大学卒業後、 広島にてフリーアナウンサーとして活動

2007年-15年 NPO法人気象キャスターネットワーク講師

2010年 防災士取得

2011年 法政大学大学院政策創造研究科入学

2012年 同大学院修了、 政策学修士号取得

2012年-17年 福島県復興ワークショップファシリテータ

2013年-15年 法政大学大学院地域創造システム研究所 特任研究員

2014年-15年 徳島大学大学院非常勤講師

2016年-現在 ボウジョレーヌプロジェクト代表

2017年-現在 （一社）福祉防災コミュニティ協会認定コーチ

2018年-現在 広島経済大学メディアビジネス学部非常勤講師

中井佳絵 経歴
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2007年-15年 気象キャスターネットワーク講師；中四国・関東甲信・中部の小学校

2012年 児童対象；広島県熊野町4小学校防災出前授業(修論調査)

2013年 児童対象；新宿区・目黒区3小学校防災出前授業(気象文化大賞調査)

2012年-17年 福島県復興ワークショップファシリテーター；主に教育文化テーマ担当

2014年 PTA対象；特別支援学校(調布市・江戸川区)/目黒区第9中学

2015年 教員対象；札幌市生徒指導研究協議会講演

児童生徒対象；目黒区小学校防災出前授業/三原久井中学校防災訓練

2016年 放課後支援員等対象；広島県教育員会研修会

生徒対象；広島市教育委員会事業「心の参観日」(戸山・矢野中学校)

2017年 教員対象；安芸地区学校保健会/生徒対象；心の参観日(阿戸・戸坂)

2018年 児童生徒対象；知床ウトロ小中コミュニティスクール/ふれあい研修（阿戸）

2019年 中高校生担当；薩摩川内市WS/知床ウトロ学校地域防災塾

2021年 生徒対象；心の参観日（阿戸）/教員対象：熊野町教育員会防災教育研修
会

中井佳絵 主な学校との関わり
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防災女子（防女）

アントレプレヌール（起業家精神）

ボウジョレーヌ・プロジェクトとは？
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①持続可能な学校防災・減災教育の実現

②①への理解と支援を得るための活動

③①を持続的にするための仕組み作り

ボウジョレーヌ・プロジェクトの目的
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公的機関による学校防災教育

7



出所）国土交通省防災教育ポータルサイト http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/material.html 8

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/material.html


広島県小中学生向け砂防出前講座

出所）広島県HP https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/saboudemae001.html

（１）対 象 広島県内の小中学校
（２）実施会場 お申し込み先の小中学校の教室、体育館など
（３）開催日時 月～金曜日（祝祭日を除く）の午前10時～午後４時までの間
（４）実施時間 授業２コマ程度 ※実施時間については学校の授業に合わせます。
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アクティブラーニングとは？

•伝統的な教員による一方向的な講義形式の教育とは異な
り，学習者の能動的な学習への参加を取り入れた教授・学
習法の総称。

•学習者が能動的に学ぶことによって，後で学んだ情報を思
い出しやすい，あるいは異なる文脈でもその情報を使いこ
なしやすいという理由から用いられる教授法。

•発見学習，問題解決学習，経験学習，調査学習などが含
まれるが，教室内でのグループ・ディスカッション，ディベー
ト，グループ・ワークなどを行うことでも取り入れられる。

出所）文部科学省HP 1212958_002.pdf (mext.go.jp) 10

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2013/05/13/1212958_002.pdf


評価方法も多様化している

出所）文部科学省HP 資料6-2 学習評価に関する資料 (mext.go.jp) 11

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/061/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/02/01/1366444_6_2.pdf


アクティブラーニングで期待される効果

1. 主体性を持って学習する力が身に付く

2. グループワークやディスカッションを通して、

社会的能力が身に付く

3. 解決すべき課題を発見し、それを解決する力

が身に付く
出所）アクティブラーニングとは？文部科学省が推進する理由とその効果｜教育の現場で活用！実践的なノウハウ集｜エプソン (epson.jp) 12

https://www.epson.jp/products/bizprojector/ekokuban/knowhow/activelearning.htm


学校防災教育の今
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ボウジョレーヌと熊二小学校との関わり
年 月日 学年 内容 支援者・団体

2008年 地球温暖化出前授業 シャープ・NPO法人気象キャスターネットワーク

2009年 地球温暖化出前授業 シャープ・NPO法人気象キャスターネットワーク

2012年 6月7日 5年生 5年生防災出前授業（修論調査） 波田健一気象予報士

2012年 6月8日 6年生 6年生防災出前授業（修論調査） →2013年気象文化大賞

2014年 8月12日 全学年 夏休み登校日防災講座 徳島大学環境防災センター

2014年 10月3日 4・5年生 里山ウォーキング 安藤財団「トムソーヤスクール企画コンテスト」

2015年 4月20日 「わたしたちのふるさとマップ」展示 熊野町筆の駅

2017年 10月13日 5年生 災害から命を守るために今できること

2018年 1月23日 5年生 『調べ学習を始める前に』

2017年 3月20日 5年生 5年生の防災学習展示 熊野町筆の日実行委員会

2018年 10月20日 全学年 水平避難訓練＆講話

2019年 2月21日 5年生 調べ学習の発表と補足

2019年 3月26日 5年生 5年生の防災学習展示＆校長先生取組説明 熊野町防災減災まちづくり会議
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広島県モデル校：熊野中学校令和3年度の事例

•熊野中学校区研究テーマ：「小中学校で系統性をもたせた
よりよい自分を創造するための

地域を題材とした単元の開発」
•熊野中学校研究テーマ：「主体的・対話的に深く学ぶ生徒

の育成～探究的な学習を通して～」
⇒3年PBL学習：「”避難したくなる避難所”を自分たちでつくろう！」

【熊野中学校3年生の目標】
①日頃から災害に備える行動をとる
②災害時には迅速に避難する
③避難所で役に立つ人になる

出所）熊野中学校資料「”避難したくなる避難所”を自分たちでつくろう！」 15



広島県教育員会「学びの変革」の一環

•事業名「令和3年度探究的な学習の在り方に関する

研究推進地域事業」

＝小中で連携しながら，PBL（プロジェクト型学習）の

考え方を参考に，生活科及び総合的な学習の

時間の単元を開発・実践

•モデル校：県内22中学校区

出所）広島県HP 438314.pdf (hiroshima.lg.jp) 16

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/438314.pdf


プロジェクト型学習（PBL）とは？

•「答えがなかったり，ひとつの解が存在しなかったり，発展
性のあるプロジェクト」を扱う学習。

•プロジェクトの遂行を通して，他の学習にも応用できる汎用
的能力の育成を目指す学習。

• 「社会に開かれた教育課程」の視点で，教科等を横断しな
がら，実生活・実社会の課題を解決し，社会へ還元する学
習。

• 「将来こうなるためにはどうしたらいいのだろう？」と考え，
現実と未来のギャップを埋めるような探究を組み込む学習。

出所）広島県HP ３章 各校種における事例の書き方 (hiroshima.lg.jp) 17

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/438042.pdf


プロジェクト型学習で期待される効果
1. 実生活・実社会から，児童生徒自身が解決したい「答えのない問い」にチャレンジする。

2. プロジェクトの達成に向けて，児童生徒が情報収集の方法を選択し，パソコンや本に

加えて，インタビューやフィールドワーク等，様々な情報収集活動を行う。

3. 教師も答えのない問いに対して，児童生徒と一緒に考え，児童生徒の興味・関心や

創意工夫によって，探究の過程を繰り返しながら多様なゴールに向かう。

4. 校内の発表に加えて，解決策を専門家や企業，行政機関に提案し，評価を受けたり，

社会に貢献する取組を行ったりする。

5. 現実の難しさを実感したり，プログラムを遂行した経験や専門家からのフィードバック

を受けたりすること等により，新たな課題が生まれ，探究が繰り返される。

出所）広島県HP ３章 各校種における事例の書き方 (hiroshima.lg.jp) 18

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/438042.pdf


令和3年度熊中3年生の防災教育スケジュール
時期 授業テーマ 概要 具体的な内容

6月中旬 課題の設定 ・総合ガイダンス⇒【探究課題】「避難した
くなる避難所を自分たちでつくろう！」

6月中旬 情報収集Ⅰ ・避難所ってどんな場所？ 避難所HUG（防災ゲーム）を実施

6月下旬 情報収集Ⅱ ・避難所ってどんな場所？
6月 21日
6月 28日
6月 30日

東防災交流センターでの避難所体験
・まち歩き（中学校からセンターまで）
・避難所受付体験
・土砂災害避難体験VRを視聴
・平成30年7月豪雨時の避難所学習
・マット・間仕切り・段ボールベッド組立
・備蓄食料体験＆施設見学

7月上旬 整理・分析 ・どんな場所なら避難したくなる？ ワークショップ（KJ法はJamboard使用）

7月20日 まとめ・表現 ・アイディアを発表しよう！
(Meetを使用したオンライン発表)

・学級発表会で全班発表
・学級代表として提案する内容を精査
・町長・町防災安全課・地域の方へ発表

出所）熊野中学校資料「”避難したくなる避難所”を自分たちでつくろう！」 19



令和3年度熊野中学校3年生PBL学習の効果

湯崎知事タウンミー
ティング

生徒(テニス部)の発
言：「良い素振りが

できました」

日付 熊野中学校 東防災交流センター

6月 1日 オープン；式典○一般公開×

6月10日 生徒会がセンター見学 コロナ禍により一般利用休止中

6月20日 一般利用開始で実質的な開館

6月21日 3年生(1クラス)がセンターで防災学習

6月28日 3年生(1クラス)がセンターで防災学習

6月30日 3年生(1クラス)がセンターで防災学習

7月 8日9日 ・女子生徒（3年生）が東防災交流センター
避難所設営を自主的に手伝う
・3年生の多くは何らかの行動していた

初めて避難所を開設

8月 8日 自主避難所開設； 8/8 17:00

8月12～16日 避難所開設； 8/12 16:00

8月18日 避難所開設； 8/18 18:30

避難指示後に行動をした割合
(避難の準備・避難した・防災
情報を調べた・家族に連絡)
3年生 84％( 84人/100人)
2年生 48％( 42人/  88人)
1年生 72％( 80人/111人)
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建設業界への期待
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小中学校の防災減災教育キーワードおさらい

•発見学習，問題解決学習，経験学習，調査学習

＝答えがなかったり、ひとつの解が存在しなかったりすること
に対し、解決すべき課題を発見し、それを解決する学習

•答えのない問いに対して，教師も児童生徒と一緒に考える

•解決策を専門家や企業，行政機関に提案する

•専門家からのフィードバックを受けると，新たな課題が生ま
れ，探究が繰り返される
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学校が期待する建設業界の力まとめ

発見学習

問題解決学習

経験学習

調査学習

①考える材料を

提供する

②児童生徒と

一緒に考える

③解決策の

提案を聴く

④提案への

フィードバック
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マイタイムラインを例とした
防災教育の伝え方
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ひろしまマイ・タイムライン
ひろしまマイ・タイムラインURL

https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/mytimeline/

Q
R
コ
ー
ド
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
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https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/mytimeline/


ひろしまマイタイムライン作成ツール

出所）広島県 https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/mytimeline/ 26

https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/mytimeline/


マイタイムライン作成の意義
•誘因と自然素因の知識獲得だけでなく、社会素因
（地域や個人の特性）を考えられる

⇒避難行動の正解は１つだけではない
•風水害が発生する前に避難できることの理解

⇒早めの避難行動へ
•避難に備えた行動を事前に一人ひとりが決められる

⇒自分事になりやすい
•警戒レベル毎に「自分や家族の行動（自助）」「地域
での行動（共助）」を共に考えることができる

⇒近助・共助にも繋がる

出典）広島県 https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/mytimeline/
27

https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/mytimeline/


人は直近の大きな災害に引きずられる
•特に被災地では、甚大災害の誘因に囚われる傾向
がある

•誘因になる自然現象が同じであることの方が奇跡的

⇒防災教育では地域特性における

他の災害への知識と訓練も重要

⇒コロナ禍を含め複合災害をイマジネーションする

防災教育も求められる
28



・災害が起きる範囲を示す色や線はあくまでも目安。
・危ないのは着色してある想定区域や線の

内側だけではない。
つまり、線の外側や色の着いてない所で災害が

起きることもある。
・１つの避難所・避難場所がすべての災害において

安全とは限らないことに注意しよう。
・ 自宅だけでなく、避難場所までの道路も確認し、

あらかじめ複数の避難経路を考えておこう。

ハザードマップの見方 注意点

29



次にフローで避難行動を判定しよう②

出典）内閣府

注意点：避難経路
のハザードが考慮
されていない

30



避難行動の考え方

安全を確保
する

その場にと
どまる

その場を立
ち退く

垂直避難

水平避難

図）内閣府HP中央防災会議 http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/saigaijihinan/3/pdf/shiryou_2.pdf

31

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/saigaijihinan/3/pdf/shiryou_2.pdf


前兆現象ではなく「発生現象」と伝えてほしい

出所）広島県ひろしまマイ・タイムライン 32



マニュアルは訓練しておかなければ機能しない

•いざ訓練してみるとマイタイムライン通りにならない
例）5分あれば家を出られると思っていたが、非常持ち出

し袋を事前に用意していなくて、実際に訓練すると準備に

15分以上掛かった。

•条件によって知識と異なる
例）レベル４が出ていないのに猛烈な雨が降り川が危険水位に

例）レベル４が出ているのに自宅周辺は殆ど雨が降っていない

どんな些細なことでもロールプレイングを
33



まとめ

建設業界が持続的に
学校防災教育へ関わるために
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学
習
定
着
に
は

他
人
に
教
え
る
の
が
一
番⁈

出所)平均学習定着率が向上する「ラーニングピラミッド」とは？ | キャリア教育ラボ (mynavi.jp) 35

https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/707/#:~:text=%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%AD%A6%E7%BF%92%E5%AE%9A%E7%9D%80%E7%8E%87%E3%81%8C%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%94%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%89%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%201%20%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%94%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%89%E3%81%A8%E3%81%AF%202%20%E5%AE%9A%E7%9D%80%E7%8E%87%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%82%AE%E3%81%AF%E3%80%81%E8%83%BD%E5%8B%95%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AD%A6%E7%BF%92,3%20%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%94%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%89%204%20%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%94%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%92%E7%94%A8%E3%81%84%E3%81%9F%E5%AD%A6%E7%BF%92%E6%B3%95%E4%BA%8B%E4%BE%8B%205%20%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81


建設業界の持続可能な学校防災教育へ

建設業界が防災
教育を実施する

子供達が率先避
難者になる

救助活動が

短期間で済む

応急復旧工事が

早く始められる
逃げ遅れ
が減る

甚大災害が減る

災害以外
の工事へ
の影響が
減る

企業へ国や県が
経営事項審査の

評点加算

技術者には
CPD・CPDSの
ユニット(単位)
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ご参加有難うございました

(*^▽^*)

子供たちの未来のために
一緒に取り組んでいきましょう💕
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