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新しい防災「あそ防」のご提案 
 
教員のみなさまへ 
 
はじめまして。我々「環orld」は、中学生の時に東北で実際に東日本大震災を経験したメンバーが集
まっています。その経験を活かして、本当に必要な、役に立つ防災（防災訓練）を考えました。ま

た、中学生のみなさんが楽しみながら自発的に取り組めるよう「遊び」要素を盛り込みました。いつ

起こるか分からない災害に備えるために、各学校で活用していただくことを願っております。 
 
・新しい防災「あそ防」とは 
防災を「遊び」にすることで、時々「やらされている」ことから「いつも楽しくやっていること」に

転換できるのではないでしょうか。その転換により、中学生が防災の知識や経験を自然と身に付ける

ことができるはずです。そんな発想から、私たちが考えた新しい4つの防災訓練を総称し「あそ
防！」と名付けました。 
 
❏ Know No Water 

自宅での水の備蓄や使用方法について生徒自身が考え、生徒ひとりひとりが「自分（自分の家）はこ

う準備しよう」というアイデアを持っている状態をゴールとしています。5Lのウォーターバッグを使

い、災害時など水が自由に使えない状況を中学生が想像・擬似体験すること、またそれを通して日頃

使っている水の量の理解を促します。 

 
❏ ホメッテー〜君が死んだら悲しい～  

クラス内で互いに褒め合い「自分たち一人一人はみんな価値があって大切なんだ」と気付かせたうえ

で災害の映像を見せ、子どもたちに命の大切さについて考えてもらう。 
 
❏ 無人島メシ 

非常事態が発生し、生活インフラが止まってしまった状態を疑似的に作り出すことで、様々な制約が

ある中で食を満たす経験をする。 
プログラム実施の中には、創意工夫を凝らして料理をすることや、生徒同士が適切に役割分担をする

必要があるため、災害時に求められる主体性と創造性の育成を期待できる。 
 

 
❏  みんなで逃げよう MACHINAMI 

確認しないと分からない水害のハザードマップの情報を、町中に青い波線シールでつけて、直感的に

水害の想定範囲を伝えよう！ 
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運営実績 
【Know No Water】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

水を再利用するという話を聞き、自分も実践しようと思った。また、災害時には水以外にも再利用できるものは

最大限再利用するようにしたいと思う。自分の家の周りには災害時の避難所が複数あるのであまり困らないので

はないかと考えたが、実際はどうなのかを深く考えたことがなかったため、この機会に家族で考えてみるように

したい。 
（参加生徒からのコメント・一部編集） 

 
Know no waterの取組を通して、教師として、なぜ防災教育が必要なのかという根本について考える貴重な機会  
になった。子供たちは、「知っているか、知らないのか」ということは、命を「救えるか、救えないか」に大き

く関わっていることを実感したのではないか。このような取組を行うことにより実効的な備えを改めて考えるこ

とができたと思う。　　　　　 
（先生からのコメント・一部編集） 

 
【ホメッテー 〜君が死んだら悲しい～】 

 
 
今日の授業を受けて、友達との思い出やその人の凄さなど色々なことがわかった。今までの思い出をふり返って

みると、その友達が自分にとって大切な人だということに気が付いた。大切な人がいついなくなってしまうかわ

からないので、後悔しないように日々を過ごしていきたい。 
（参加生徒からのコメント・一部編集） 

 
普段の社会科の授業で防災教育を位置づけるに当たって、貴重なアイデアをいただくことができて、とても参考

になった。また、実際に被災された方々の体験に触れることが、子どもに確かに響いていたことが、子どもの感

想文から伝わってきた。この企画がとても有意義であったと感じる。 
（先生からのコメント・一部編集） 
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【無人島メシ】 

料理中何度も「水道水を使いたい！」と感じました。普段当たり前に使っていた水道水のありがたみを実感しま

した。また、特定の限られた食材を前にどうやって調理するのかわからず、自分の知識不足を感じたので、家で

もっと料理の手伝いをしようと思います。 
（参加生徒からのコメント・一部編集） 

 
子供たちは、無人島メシの取組に深く興味をもって、とても熱心に取り組むことができた。ただ、生活経験が少

ないため、うまく作れなかったり、苦労したりしていた。子供たちにとっては、いざというときのために備え、

水の大切さや食物の重要さを実感できる、大変よい学習の機会になった。 
（先生からのコメント・一部編集） 

 
【みんなで逃げよう MACHINAMI】 

想定浸水深について、数字で言われてもあまり実感がわかなかったし、あまり危険だと思わなかったが、実際に

見ると自分の身長よりも高くに水面がくることにびっくりした。また、準備や知識の大切さも感じた。今回の授

業がかなったら知らなかったことも多く、知るきっかけにもなって良かった。 

（参加生徒からのコメント・一部編集） 
 

担当教科が保健体育なので、教科の指導内容に防災に関するものがあり、これまでも指導をしてきた。今回の

MACHINAMIの企画を通して、子供たちが学校で学ぶだけではなく、地域や社会に発信することの大切さを実感

した。今後、学校が行うべき新しい防災教育であると強く感じる。  

（先生からのコメント・一部編集） 
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Know no water 
１　ねらい（目標） 

● 非常事態が発生し、ライフライン（水道）が止まってしまった状況を想定し、制限のある中

で水の使い方や水を確保・運搬する方法について考える。 
２　目指す生徒像 

● 災害時を想像し、自宅での水の備蓄や使用方法について考えられる。 
● 生徒一人ひとりが、それぞれの家庭に合った備えや対策を考えられる。 

3　本時の指導例　 
（１）本時の展開 
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 〇学習内容・学習活動 指導上の留意点 

導

入

　  
 5 
分 

○本時のねらいの確認（水の使用量について）（5分） 
T「突然ですが、皆さんに質問です。私たちは、一日どれくらいの量の
水を使っていると思いますか？」 

C「トイレは一回流すと6Lくらい使うと聞いたことがあります」 
C「100Lは超えると思います」 
T「実は、私たちは、1日１人当たり200～300Lの水を使っているとい
われています。日本は水資源に恵まれていて、蛇口をひねれば水は出る

し、自販機やコンビニで100円ちょっとで買うこともでき、私たちにとっ
てはこれが「当たり前」ですよね。しかし、この当たり前が一瞬で当た

り前ではなくなることがあります。それが「災害」です。そこで、今日

はこれからみんなで災害時を想定しながら実験をしてみたいと思いま

す。まずは、グループを作ってください。」 

 
今日のねらいを明確に

する。 
 
 
 
 
 
生活班などを活用しグ

ループを作る。 
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展

開

　

30 
 
分 

○ルール説明（10分） 
T「普段は際限なく使ってしまう水ですが、今から使える水は、この
ウォーターバッグに入る５Lの水だけです。この5Lの水だけをつかっ
て、ワークシートにある行為をを班で実施してもらいます。注意点とし

て、これは、チーム対抗の競争ではなく、あくまでも1人ひとりがどの
くらいの水を使用しているかを知るための実験です。いつも通り手を洗

い、うがいをし、歯を磨いてください。」 
T「まずは、ワークシートの表に、それぞれの実験で1人あたりがどれ
くらい水を使うのか、各自で予想してみましょう。」 
T「では、予想した水の量と、なぜその量なのか、班で共有してみま
しょう。共有が終わったら、実験する前に作戦を考えてみてくださ

い。」 
C「水道で手を洗うより水少なくて済みそうなので…」 
C「でも私はコップ使う前に一度洗ってから使うから…」 

  Ｃ「誰が最初に実験する？誰がウォーターバッグ持つ？」 
 
○グループに分かれて、実験（20分） 

T「では、実際にやってみましょう。使用する水道は、1～5班までは○○
の水道を、…。各班水道に移動してください。」 
Ｔ「まず、ウォーターバッグいっぱいに水を入れてもらうのですが、実

験を始める前に、5Ｌ（5kg）がどれくらいの重さなのか、交代で持っ
てみましょう。それが終わったら、各班実験に移ってください。では、

はじめてください。」 
 

ワークシートを配布 
 
 
 
 
まずは、一人ひとりで

考える。 
班で、予想を共有す

る。 
予想なので、5Lでは足
りないという考えが

あっても構わないこと

を伝える　 
 
なるべく見守り、アド

バイスは控える。 
ただし、サポートが必

要な生徒がいる場合

は、サポートをする。

　　　　　 



 

（２）準備物 

◊ 学校で用意する物⇨ 5Lウォーターバッグ（2Lペットボトル）/ 石鹸 / ワークシート（ダウン    

ロード可能） / その他必要資料 

◊ 生徒に用意してもらう物⇨ 歯ブラシ、歯磨き粉 / コップ / タオルやハンカチ 

 
 
 
 
  

7 

ま

と

め

　

15
分 

○まとめ（15分） 
　T「皆さんお疲れ様でした。結果や感想をワークシートに記入し、班で
共有してください。」 
　T「では、実験してみてどうだったか、各班で1人、発表して先生やみ
んなに教えてください。」 
　C「予想より、使った水は少なかった。次の人の水がなくなったら大変
なので無駄にしないよう意識したからだと思う」 
　C「ウォーターバッグを傾けすぎて、水が一気に出てしまった」 
　C「５Lは以外と重くて、ウォーターバッグも2人はいないと使いづら
かった」 
　T「今日は、水道ではなく、このウォーターバッグに水を汲んで、そこ
から水を使ってみました。皆さんの感想にもある様に、意識してみる

と、意外と少ない水で十分だと感じたり、次使う人のことを考えたり、

普段は考えないようなどうやったら使いやすいかなど、いろいろ考えた

り、感じることも多かったと思います。」 
　T「今日、制限を設けて水を使ってもらったのは、最初にお話ししまし
たが、非常事態つまり災害時の水の使い方について、体験してもらいた

いというねらいがありました。私たちは1日1人で200～300Lの水を使っ
ています。しかし、災害時には、水道から水が出なくなったり、出ても

飲み水としては使用できないことがあります。また、スーパーなども品

切れで水が手に入りにくいことも想像できます。今日体験したことを踏

まえて、自分だったら、自分の家だったらどう備えておくかを、各自考

えてみてください。また、水を備蓄しておくだけでなく、今日のよう

に、ウォーターバッグなどの容器に水を汲んでみて重いと感じたり、重

くはないけど家まで運ぶのは大変そうだなと感じたら、今日明日発生す

るかもしれない災害に備えて、確保した水を運ぶ方法についても是非家

族で話し合ってみてください。」 

 
ワークシートの記入を

促す。 
 
自分やほかの生徒がど

のような結果だったか

共有するよう促す。 
結果や感じたこと、工

夫したことなどを発

表。 
 
 
 
 
 
今日のねらいをもう一

度確認する。 
過去の災害時の様子を

伝え、備蓄や運搬方法

などの重要性について

話す。 
 
 
ウォーターバッグなど

の容器の保存の仕方に

ついても伝える。 



 

 
ホメッテー 〜君が死んだら悲しい～ 

 
１　ねらい（目標） 

● 自分の存在価値を高め、命の大切さを改めて感じ、防災への意識を高めることができる。 
 
２　目指す生徒像 

● 命は自分のためのものだけではない、大切なものであるということを強く実感している。 
● 自分の存在価値を理解している。 
● 褒めることへの抵抗をなくし、互いに日常的に褒め合うことができる。 

 
3　本時の指導例　 
（１）本時の展開 
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時間 ○学習内容　・学習活動 指導上の留意点【準備物】 

 
導

入

　

５

分 

○本時の学習のねらいを確認する。［５分］ 
T「今日は、命の大切さについて学習していきます。」 
　「命が大切だということは皆知っていると思いますが、なぜ大切なのか 
　相手に伝えることは難しいですね。」「相手に伝える簡単な方法があり 
　ます。それは【褒める】ということです。　なぜ？と思う人もいると思 
　いますが、学習の最後に褒めることがどう命の大切さに繋がっていたの 
　か考えていくので、そのことを念頭において今日の学習に取り組んでい 
　きましょう。」 

　めあて：命はどうして大切なのだろう 
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展

開

　

３

０

分 

◯「ホメッテー」をして、個々の良さを再確認する。 
・「ホメッテー」の活動について知る。［３分］ 

  T 「今日は、みんなでお互いを褒めて褒めて褒めまくります！」 
  C「えー」「無理」「どうやって」 

T「褒めるって難しいですよね。今日はあるものを使ってみんなでお互いをほめ
てみたいと思います。」 
  T「これからホメッテーという活動をします。」（やり方の説明。別紙参照） 

・ホメッテーを班ごとに実践する。［８分］ 
T「では、今から１０分間やってみます。あいづちを打ちながら、楽しく 
　ホメッテーをしてみましょう。」 
Ｔ「そこまでです。」「やってみてどうでしたか。」 
 
・全体でやってみた感想を共有する。［2分］ 
T「ホメッテーをやってみてどうでしたか。」 
C「恥ずかしかったけど嬉しかった。」 
C「こんなこと思ってくれてたんだと知れてよかった。」 
T「恥ずかしいけど、ほめられると明るい気持ちになりますね。一人一人 
　に素敵な部分がたくさんあることを実感できたことと思います。」 
 
○震災の画像を見て、友達と離れ離れになることについて考え、命の大切 
さについて再認識する。 
　T「今日のめあてはなんでしたか。」　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C「命
はどうして大切なのだろうです。」 
　T「これから、スライドショーを流します。今、自分の目の前がこの状 
　　況だったら、当たり前の日常が崩れたら、ということを想像しなが 
　　ら見てみましょう。」 
　・映像（スライドショー）を見る。［5分］ 

○大切な人を失うと悲しいのか考える。 
・班ごとに考えを出し合う。［7分］ 
　T「この問題に答えはありません。考えを一つにまとめる時間ではあり 
　ません。お互いにどのように感じているのか話してみましょう。」 
・各班で出たことを全体で共有する。［５分］ 
　T「班で出た考えを教えてください。」 

 

・「褒める」ことへ

の抵抗感があること

が予想されるため、

恥ずかしさを認めつ

つ、活動につなげる

声かけをする。 

 
 
 
 
 
 
【サイコロ、質問

例】 
【サイコロ対応表を

電　子黒板に表示】 
・机間巡視を行い、

止まっていたら、問

いかけをして話が膨

らむようにする。 
 
・「楽しかったか」

「恥ずかしかった

か」など全員に質問

をし、手を挙げても

らったり、感想を何

人かに言ってもら

う。 
 
・活動が大きく切り

替わるため、話す雰

囲気も変える。 
 
【映像再生機器】 
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ま

と

め

　

１

５

分 

○学習の振り返りをする。 
・この学習がどう防災教育に繋がっていくのか話す。［５分］ 
 
・１時間の学習を振り返り、命はなぜ大切なのか考える。［１０分］ 
T「最後に、今日のめあてである、「命はどうして大切なのか」というこ 
　とについて、自分の言葉で自由に書いてみましょう。」 

 
・じっくり一人で考

える時間を取る。 



 

 
5　参考資料 
 

〇サイコロのテンプレート　　　　　　　　〇生徒配布用資料 
 
 
 
　　　　　 
 
 
 
 
　　　　　 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
　〇ホメッテー　説明用資料　　　　　　　　　　　　〇振り返りワークシート 
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無人島メシ 
 

１　ねらい（目標） 
● 非常事態が発生し、生活インフラが止まってしまった状態を疑似的に作り出すことで、様々

な制約がある中で食を満たす経験をする。 

２　目指す生徒像 
● 自分しかできない役割を見つけ、そのために主体的に行動ができる生徒 
● 固定概念や常識に疑問を持ち、創意工夫や遊び心で困難を乗り越えられる生徒 

　　 
3　本時の指導例　 
（１）本時の展開 
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 〇学習内容・学習活動 指導上の留意点 
 
導

入

　

5 
分 

～調理教室にて～ 
 
○食の役割を確認（5分） 
T「食の役割って何だと思いますか？」 
C「食欲を満たすことです。」 
T「満腹にさえなれば、毎日同じものを食べ続けられますか？ 
T「満腹にさえなればいいとしたら、どうして私たちはより美
味しいごはんが食べたいと思いますか？」 

T「食には、食欲を満たす役割だけでなく、人と人をつなぐ役
割や心を支える役割もあります。そしてそれは、非常事態が

発生した場合も同じです。食欲だけ満たせていれば問題ない

ということはありません。」 

1グループ4～5人に分けておく。 
 
各テーブルの上に、使用できる食

材とペットボトルの水を準備して

おく。 
 
水道の蛇口はガムテープ等で固定

しておく。 
ガスコンロが複数個ある場合は、

1グループにつき一つだけ残し
て、残りはガムテープ等で固定し

ておく。 
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展

開

　

80 
分 

○ルール説明（5分） 
T「今日は皆さんに、非常事態が発生した状態を疑似体験して
もらいます。」 

T「ルールを言います。今皆さんがいるテーブルに食材とペッ
トボトルの水（2L）があります。それを使って美味しい料理
一人分を作ってください。ただし条件があります。水道は使

わず、ペットボトルの水を使うこと。その水で料理から片付

けまで全てを終わらせること。カセットコンロを使っている

と想定して、ガス台は一口のみ使うこと。電子レンジやミキ

サー、炊飯器など、電気が必要なものは使わないこと。」 
T「作戦会議10分、調理45分、実食と片付け25分です。」 
T「それでは、作戦会議を始めてください。何をつくるか決
まった班から調理を開始してください。」 

 
○グループに分かれて、作戦会議と調理（55分） 
C「何つくる？どうやってつくる？」 
C「先生、○○○はどうやって作りますか？」 
T「通常だと、○○○と○○○を合わせて作ります。ただ今回は

○○○がないので、何で代用できるか考えてみてください。」 
 
○実食・片付け（25分） 
C「できました！」 
T「それでは実際に食べてみましょう。」 
C「美味しい！」 
C「まずい！」 
T「今は非常事態が発生している最中ということを頭に置いて
食べてください。」 

C「美味しくて元気が出そうです。」 
C「まずくて他の人には分けられません。」 
T「食べ終わったグループから片付けを始めてください。」 
C「ペットボトルの水が余りました。」 
C「ペットボトルの水がなくなってしまいました。」 

 
 
 
節水や味付けの工夫をするよう、

言葉で促す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
作り方が分からないグループには

積極的にアドバイスをする。 
 
足りないものを補う工夫を生徒自

身の頭で考えられるよう、声かけ

をする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水が足りなくなってしまったグ

ループは水道を使って片付けを終

わらせる。 
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ま

と

め

　

15
分 

○振り返り（15分） 
T「振り返りを始めます。作った料理、工夫した点、学びを教
えてください。」 

C「作った料理はカレーです。食器にラップを敷いて洗い物を
減らしました。水が少なく大変でした。」 

T「今日の学びを家族の人にも教えてあげてください。今回上
手くいかなかった部分は、家族と一緒にもう一度やり直して

みてください。」 

 
料理の振り返りだけにならないよ

う注意する。 
もし本当に非常事態が発生してし

まったらどうするかを想像しなが

ら、生徒のコメントや質問に答え

る。 
 
 



 

（２）板書計画 
【ストーリー】 
非常事態発生から3日目。電気・水道・ガスは止まってしまい使えません。それに伴い、冷蔵が必要
な生肉や生野菜は全て使えなくなってしまいました。今ある食材を使って、美味しい料理を作る必要

があります。 
 
【タイムライン】 
00:00　作戦会議 
00:10　調理開始 
00:55　実食・片付け 
01:20　振り返り　　　※途中休憩は各自で取ってください。 
 
（３）食材・調味料・備品の例 
■食材グループ1～8の中から一つだけ選び、その中の食材を全て使って料理を作らなければいけませ
ん。 

1. 米、シーチキン、わかめ、こんにゃく、じゃがりこ、ペットボトルの水（２L） 
2. パスタ、スパム、切り干し大根、アボカド、都こんぶ、ペットボトルの水（２L） 
3. うどん、サバ缶、コーン缶、たまご、うまい棒、ペットボトルの水（２L） 
4. ホットケーキミックス、チキン缶、しいたけ、ごぼう、チーザ、ペットボトルの水（２L） 
5. 米、コンビーフ、ヤングコーン、玉ねぎ、甘栗、ペットボトルの水（２L） 
6. パスタ、シーチキン、豆缶、人参、カリカリ梅、ペットボトルの水（２L） 
7. うどん、コンビーフ、もち、さつまいも、きな粉、ペットボトルの水（２L） 
8. ホットケーキミックス、サバ缶、高野豆腐、じゃがいも、板チョコ、ドライフルーツ、ペッ

トボトルの水（２L） 
 
■調味料の中から、好きなものを選んで何度でも使うことができます。 
醤油、砂糖、マヨネーズ、中華だし、かつおだし、メープルシロップ、めんつゆ、塩、油 
 
■備品の中から、好きなものを選んで何度でも使うことができます。 
ラップ、アルミホイル、除菌シート、クッキングペーパー、ティッシュ、洗剤、スポンジ 
 
（4）振り返りの内容 

1. 料理名  
2. 使用した食材・調味料、作り方 
3. アピールポイント、工夫した点 
4. 本当に非常事態が発生した際に作ることはできるか、できない場合どのような工夫が必要に

なるか 
5. 感想 
※料理そのものの振り返りだけになってしまい、非常事態発生時の想定が抜けてしまわないよう注意

してください。振り返り内容は適宜、検討・修正してください。5　無人島メシTips 
【便利グッズ】 
■アルミホイル/フライパンシート：食材を焼く際にフライパンに敷くことで、油 を使う必要がな
く、汚れを防ぐことができる。  
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■ビニール袋：野菜などの洗浄の際に、ビニール袋に水をためてその中で洗うことで節水ができる。  
■クッキングシート：まな板に敷き、その上で食材を切ることで、汚れを防止できる。 
■サランラップ：食器に敷いて、その上に料理を盛り付けることで、食器を汚さずに使うことがで
き、食事後に洗剤と水で洗う手間を省くことができる。  
■ジップロック：材料を混ぜるために使った後、そのまま保存することができる。タッパー の代わり
にもなり、洗い物が減る。 
 
【おすすめ食材】 
■浅漬け：酢と塩で様々な野菜を浅漬けにする。（酢は腐敗を遅らせる効果あり。） 
■トマト缶：水分が多いため、調理の際に追加で水を入れる必要がない。（つくる品物 によっては無
水調理ができる。）  
■ツナ缶：元々入っている油をそのまま炒めものに使うことができる。元々の味付けもし っかりして
いるので幅広く活用できる。 
■じゃがりこ：お菓子として食べるだけでなく、砕いて少しのお湯で戻しマヨネーズで味付けをする
ことでポテトサラダにもなる。 
■ホットケーキミックス：卵と牛乳がなくても、最低限水があれば美味しくでき、腹持ちも良い。 
 
5　無人島メシ6か条 
■事前リサーチを忘れずに 
非常事態が発生した際にどのように食がまかなわれてきたのか、まずは良く調べる時間を設けてくだ

さい。 
■練習は本番のように 
もしこの非常事態が自分の街で本当に発生したら？自分に置き換えて考えてください。 
■失敗しても大丈夫 
料理って最初から美味しくできません。何もかもが制限された状態、失敗もします。 
■まずは楽しく 
「何もかもが制限された状態で料理って何それ？やってみたい。」そのモチベーション、100点。 
■自由な発想で 
無人島メシに正解はありません。創意工夫で乗り越えましょう。 
■何回でもやってみよう 
これは噛めば噛むほど美味しくなるスルメゲームです。やればやるほど思考の幅が広がり、より効率

的により楽しく、美味しい料理がつくれるようになります。 
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みんなで逃げよう MACHINAMI 
 
１　ねらい（目標） 

● 　自分の地域の災害に対する危機感と正しい知識をもつことができる。 
● 　人に伝える/伝わる文章の書き方ができる。 
● 　自分の地域の一市民・町民として「共助」の意識をもつことができる。 

 
２　目指す生徒像 

● 自分の地域の災害について正しい知識と危機感をもっている。 
● 「共助」につながる意識で行動しようとしている。 
● 学んだことを自分の言葉で表現し、伝えようとしている。 

 
3　本時の指導例　 
（１）授業構成 

①は、防災のための災害の実際を生徒のリアルな生活レベルで実感できる活動に向けて 
②は、災害についてある程度知識を得て、共助の意識・行動を実際にやってみる活動に向けて 
③は、学んだことを学級・学年レベルではなくもっとたくさんの人に伝える活動に向けて 
 
 
（２）①～水害の被害　”高さ”　を知る～　本時の展開 
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時 主な学習活動 
① ～水害の被害　”高さ”　を知る～ 

（１）水害について学習する（２）地域のハザードマップを確認する（３）危険性や対策、災害時の適切な行

動について調べる（4）調べた地域の水害の被害が想定される街並みの写真にMACHINAMIラインを引き可視
化する 

② ～避難に導くキャッチコピーを考える～ 
（１）調べたことをまとめてグループで共有する（２）全体で交流する（３）メッセージを考える 
（４）考えたメッセージをグループで発表し合う（４）発表したメッセージを推敲する 

③ ～水害の高さを伝える　実際の高さに線を引く～ 
（１）水害の被害が想定される高さの建物にMACHINAMIラインを設置する 
（２）学んだことを生徒自身の言葉で伝える活動 

 〇学習内容・学習活動 指導上の留意点【準備物】 

導

入

　

５

分 

本時のねらいを確認する。 
T「今日は、みんなのよく行く場所で災害が起こるとどうなるか学習し
ていきます」 
　「災害についてこれまでも学習をしてきたと思いますが、今回は、み

んなもよく行くこの地域ついて考えていきます」 
　「みんなもよく行く場所、そこにも災害の危険があります。どんな危

険があるんでしょうか。みんなにできることってなんだろう。今日

は、災害の危険性と逃げるためにできることについて調べてみよう」 
めあて：災害から身を守るためにどうすればいいのだろう 

T　すでに学習している防災の知
識・内容があれば、ここで復習を

する。 
T　生徒の学習意欲が湧くように。 
T　生徒が「よく行く場所」につい
て、想像して災害の危険がありそ

うな場所はどこだろう？と考えさ

せる。 



 

 
（２）②～避難に導くキャッチコピーを考えよう～　第1次　本時の展開 
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展

開

　

4
0
分 

〇地域の水害の危険性と対策について調べる 
・ハザードマップを使って災害のリスクについて学習する（５分） 
T「（写真を提示）ここはどこでしょう？」 
C「花火大会してるところ」「塾があるところ」「買い物に行くときに
通るところ」 
T「ここは災害の危険性がありそうかな？」 
C「あるかも」「ないんじゃない？」 
T「ある/ない、それぞれ考えたと思います。ハザードマップで確認して
見ましょう！」 
～ハザードマップで写真の場所を探す～（５分） 
T「ハザードマップで確認してもらいました。ここはどんな災害の危険
性がありそうかな？」 
C「水害」「地震？」 
T「今回は“水害”について考えていきます。“水害”について知っているこ
とはありますか？」 
C「津波？」「大雨で起こる」「洪水のことじゃないかな？」 
 
T「なるほど。じゃあ“水害”が起こったら町はどうなってしまうんだろ
う？グループ（３～４人のグループ）に分かれて調べてみましょ

う。」 
・水害について調べる（30分） 
～付箋を使ったまとめ方について説明する～ 
T「調べたことは簡潔にまとめて付箋に書いて模造紙に貼ります。」 
「自分の担当の調べ物が終わったら、他に知りたいことや疑問に思っ

た事をさらに調べてみましょう！」 
　（過去の水害/水害の被害/水害対策など→グループの中で分担） 
　（必要に応じて、調べるテーマが同じ生徒で構成した班活動などを挟

む） 

 
【写真】 
T　ハザードマップ上水害のリスク
がある場所の写真を用意する（生

徒が知っている場所であればなお

よい） 
　写真で把握が難しい子のため、

場所の名前をつけておく（地区名

や建物の名前など） 
　 
【ハザードマップ】 
T　（出身地が異なる生徒がいる場
合）ハザードマップの注目してほ

しい部分を少し目立たせておく

（写真の場所に薄くマーカーを引

くなど） 
T　自己学習だけではなく、近くの
人と確認する活動を数分挟むな

ど、感じていることを共有できる

ようにする。 
【調べるための端末】【調べるた

めの書籍】 
【付箋】【模造紙】 
T　調べることをある程度示す。 
例：「“水害”にはどんな種類がある
か」 
→「津波」「高潮」「集中豪雨」
「氾濫」 

T「では、この地域はどんな水害
の危険性がありそうかな？」な

ど、詳細に迫る声掛け 
ま

と

め

５

分 

今日の学習の振り返りをする 
・１時間の学習を振り返る。 
T　「今日の学習について考えたことや感想をまとめよう」 
・次時の活動の見通しをもつ。 
「次の時間では、調べたことをもとにみんなに出来ることを考えみよ

う」 

【学習シート（ノート）】 
T　調べたことから感じたことなど
を書いてもらう（振り返りや次時

で復習するために使用） 

 〇学習内容・学習活動 指導上の留意点【準備物】 
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導

入

　 
５

分 

本時の学習のねらいを確認する。 
T　「前の時間では、災害について調べました。水害について調べてみ
て、どう思ったかな？」（何人か紹介） 
　「水害では実は逃げ遅れてしまう人がたくさんいます」（現状を紹

介） 
　「みんなで互いに助け合って“水害”に負けないために、何ができるか
な？」 
 
めあて：どうしたら“水害”に負けない街にできるだろう 

【現状のわかる資料】 
水害の逃げ遅れが分かるデータや

資料を使用する。 
T　ここでは「共助」の重要性を生
徒に意識させたい。 
「共助」が重要であることを伝え

るために、「自助・共助・公助」

のモデル等を用いて説明する。 

展

開

　

4
0
分 

〇メッセージの内容を考える 
～標識の紹介～（２分） 
T　「実は水害から地域の人を守るためにこんな標識があります」 
　　「でもこれでも逃げ遅れてしまう人がいます。これをもっと伝わる

ようにするにはどうしたらいいかな？」 
C　「もっと具体的な情報を書く」「分かりやすい言葉にする」 
「もっと地域の人に伝わるような標識をみんなで考えてみよう！」 

 
～MACHINAMIの見通しをもつ～（3分） 
T　「今回はこの標識をもとにMACHINAMIを考えていこう！」 
　（MACHINAMIの画像を見せる）「さっきのとどこが変わったか
な？」 
C　「ふきだしみたい」「線が波になってる」「目立つ！」 
T　「このふきだしの部分に、見た人が逃げるきっかけになるような言
葉や防災の意識がもてる言葉を付けてみよう！」 

・前時の学習を振り返り、全体共有する（５分） 
T　「前の時間に調べたことがヒントになるかもしれませんね。他のグ
ループの調べたものを見て回ってみよう！」 
　（時間を決めて、生徒たち自身が説明したり聞いたりして各グループ

の内容を自分のグループに持ち帰る。） 
 
・メッセージを考える（30分） 
T　「見た人が逃げるためにこんなことに気を付けよう」（気を付けて
ほしいことを伝える） 
　「まずは、ひとりで考えてみよう」 
（状況を見て、近くの人と相談させたり、追加で調べさせたりする） 

【浸水深の標識画像】 
その地域にあるものや、参考の画

像 
T　生徒が伝える対象をイメージし
やすいように、お年寄りや小学生

などに「伝わるか？」と発問して

みる。→「どんな風に書かれてい
たら伝わる？」 
 
 
【MACHINAMIのモデル】 
【前時で使用した付箋つき模造

紙】 
調べたことを付箋にまとめ、模造

紙にまとめさせたもの。 
例：生徒の調べた内容が「ハケ

上」「高い場所」であれば、これ

らは「逃げる場所だね」というよ

うにモデリングしても◎ 
T　他のグループでの発見を自分の
グループに持ち帰って補填する。

（ワールドカフェ方式など） 
　他のグループで新発見があった

ら、新しい付箋に書き足す。 
 
メッセージ作成時の注意点参照。 
（生徒に考えさせて付け加えても

よい） 
T メッセージの例示や、適宜生徒 
に声をかけて、考えるヒントを出

す。 



 

 
（2）②～避難に導くキャッチコピーを考えよう～　第2次　本時の展開 
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ま

と

め

　

５

分 

本時の学習の振り返りをする。 
・１時間の学習を振り返る。 
T　「今日の学習について考えたことや感想をまとめよう」 
・次時の活動の見通しをもつ。 
「次の時間では、今日考えたメッセージをグループよりよくしていこ

う！」 

【学習シート（ノート）】 
T　感じたことなどを書いてもらう
（振り返りや次時で復習するため

に使用） 
宿題として、自分が考えたメッ

セージを家族や近所の人に見せて

感想をもらう１。（授業時間内に

終わらなかった人は書いてくる） 

 〇学習内容・学習活動 指導上の留意点【準備物】 

導

入

　

５

分 

本時の学習のねらいを確認する 
T　「前の時間では、みんなが調べたことをもとにしてメッセージを考
えました」 
　「今日はそれをお互いに共有して、相手に伝わるようにさらにパワー

アップさせましょう！」 
「どうしたらもっと伝わるかな？」 

めあて：どんな言葉を使ったら相手にもっと伝わるだろう 

 
T　宿題をやってこなかった生徒や
前時で欠席していた生徒が参加で

きるように、前時まで使っていた

模造紙等を活用する。 

展

開

　

4
0
分 

〇メッセージの推敲を行う。 
・グループ共有する（10分） 
T　「まずは、グループで、考えてきたメッセージを見てみよう！」 
　（時間内にそれぞれの考えてきたメッセージを回し読みする） 
　「どんな言葉・内容だと相手に伝わりそうかな？」 
C　「簡単な言葉」「具体的な場所」「何を優先するか書いてある！」 
・アドバイスタイム（1５分） 
T　「そうだね、こんなところに注意してそれぞれのメッセージをより
よくするアドバイスをしよう！」 
　「アドバイスをもらったら、それを活かして書き直してみよう！」 
・班共有しメッセージを観点に合わせて選ぶ（1５分） 
T　「今度は班（６～８人の班）になって、その班で一番町にぴったり
なメッセージを決めよう！」 
　「自分がなぜそのメッセージがいいと思ったのか、伝えよう！」　 

【メッセージ作成時の注意事項】 
T　推敲に必要な観点をまとめて、
生徒に提示する。 
　その観点に合わせて、生徒間で

フィードバックさせる。（その

間、机間巡視・指導） 
 
T　いいところはいいね。「悪いと
ころ」ではなく、「こうすると

もっとよくなるところ」として、

それぞれの考えを尊重するように

声をかける。 
【写真】【第１時で作成した模造

紙】 
観点の確認や、付け加えたい情報

を模造紙から考えさせる。 
写真と合わせて、ぴったりか考え

させる。 



 

 
 
（2）③～水害の高さを伝える　実際の高さに線を引く～　本時の展開　 
※実際にMACHINAMIを町に貼りに行く想定 
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ま

と

め

　

５

分 

本時の学習の振り返りをする。 
・１時間の学習を振り返る。 
T　「今日の学習について考えたことや感想をまとめよう」 
・次時の活動の見通しをもつ。 
「次の時間では、今日選んだメッセージを実際に貼りに行こう！

（仮）」 

【学習シート（ノート）】 
T　感じたことなどを書いてもらう
（振り返りや次時で復習するため

に使用） 
　 
宿題として、自分が考えたメッ

セージ（改訂版）を家族や近所の

人に見せて感想をもらう２。 

 〇学習内容・学習活動 指導上の留意点【準備物】 
導

入

　

５

分 

本時の学習のねらいを確認する 
T　「ここまで学んできたこと、これはみんなだけが知っていれ
ばいいことかな？」 

　「具体的に誰に伝えたいかな？」 
めあて：これまで学んだことを伝えてみよう 

【メッセージ】【ナミナミライン】 
前時で作成したメッセージ 
T　個人情報に注意して作成する。 
　生徒がけがをしないよう取り扱いにつ

いても声をかける。 
展

開

　

3
5
分 

・実際に貼りに行く 
 

地域の方や保護者の方を招き、生徒の活

動を見てもらう。その場で、感想を生徒

に伝えてもらう。 

ま

と

め

　

1
0
分 

本時および企画全体の学習の振り返りをする。 
・学習を振り返る。 
T　「今日の学習やこの授業で考えたことや感想をまとめよう」 
・共助の大切さや自分から行動・発信する大切さを再確認する。 
　「今、みんながしたことが未来の誰かを救うかもしれない」 

【学習シート（ノート）】 
T　感じたことなどを書いてもらう（振り
返りや学んだこと、生徒の気持ちをまと

めるため） 
　 
 



 

 
※第4時について、学校や地域の実情・社会の状況（感染症等）に合わせて代替案 
・学校内での発表（他学年に向けて）→1/1サイズの写真を用意して貼るなどするとリアル。 
・パンフレットやチラシの作成→地域の方に配布したり、公報などに折り込んで周知するなど。 
・近隣の施設や小学校へ向けた講演会→生徒自身が学んだことを伝える。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などなど 
 
◇第4時の意義は、この企画の学びを「ただやって終わり」ではなく、目の前の“誰か”に伝えること
で「自分の学び・行動が人のためになる」という感覚をもってもらうことにある。生徒自身が「自分

のすることに価値を見出せる時間」「いつもの自分より積極的になれる時間」「誰かに認めてもらえ

る時間」になることを期待する。 
 
4　児童作成コメント実績 
・坂道をダッシュ！車を捨てろ！命を捨てるな！ 
・高くても安全と限らない。「命を守る行動をとろう」 
・自分で判断することが大切。短期間で大雨が降った場合。 
・大雨がくると3日間は水が引きません 
・土地の高さが高い。ハケ上に一緒に逃げよう＜ココは危険‼＞ 
・黒い雲が見えたり、雷が鳴ったら川や山に近づかずに家に帰ろう 
・徒歩で落ち着いて避難しよう 
・はけ上にある避難場所は決まっていますか？ 
・気づいたときにはもうおそい。日々の行動が大切。 
・多摩川が氾濫したら最大10ｍ‼はけ上ににげろ！ 
・北へ北へ”ハケ上”まで皆で一緒に逃げよう！ 
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参考資料 

Know no water 
 
■災害時の様子 
〇水の確保： 
　①給水車から→ポリタンクやペットボトルなどを持参。1時間並ぶことも。 
　②川や井戸から→大きな樽に移して使用。 
　③備蓄していた→２Lペットボトルをケースで備蓄していた。 
〇どのように使っていたか： 
　①使う頻度を減らす→洗濯も最低限に。トイレは何回かに一度、まとめて流した。お風呂やシャ
ワーは1～2週間使うことができなかった。 
　②使う量を減らす→洗い物を減らす（お皿にラップを敷く、フライパンにアルミホイルを敷くな
ど）。紙皿を使った。 
　③使い方を工夫→水の使用順序を工夫（麺をゆでたお湯でレトルトを温める、最終的にはトイレの
流し水として使う）。野菜を洗うときは、ビニール袋やボウルに水を入れてその中で洗い、少量の水

ですませる。 
 
（4）災害時、役立つ水知識 
■料理 
〇ラップ：食器に敷いて使うことで、汚れを防ぎ、洗い物を減らすことができる。 
〇アルミホイル/フライパンシート：フライパンに敷いてから食材を調理することで、油を使わずに
汚れを防ぐことができる。  
〇ビニール袋：野菜などの洗浄の際に、ビニール袋に水をためてその中で洗うことで節水ができる。  
〇クッキングシート：まな板に敷き、その上で食材を切ることで、汚れを防止できる。 
〇牛乳パック：まな板の代わりとして使用することで、洗い物を減らすことができる。 
〇ジップロック：材料を混ぜるために使った後、そのまま保存することができる。タッパーの代わり
にもなり、洗い物が減る。 
〇古新聞：食器についた汚れをふき取ることで、節水ができる。 
〇使用順序：水や調理器具の使用順序を工夫することで、捨てる水の量や洗い物を減らすことができ
る。（麺をゆでたお湯でレトルトを温める、野菜を洗った水をプランターにかける、一度使った水を

そのまま捨てずにトイレを流す時に使用する、等） 
 
■運搬・貯水 
〇キャスターのついた衣装ケース+ポリ袋：衣装ケースにポリ袋を取りつけ、その中に水を入れるこ
とで、持ちあげずに運ぶことができる。 
〇段ボールなどの箱やバケツ+ポリ袋：ペットボトルポリタンクなどちゃんとした容器が無くても、
水を貯め、運ぶことができる。 
〇断水になる前に：湯を張る時以外も、残り湯を常に湯船に取っておく。また、災害直後水道が使え
る間に水を貯めておく。 
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