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災害に関する教育の原則 

加藤 尚武 

 

災害の被害を少なくするための教育は、異常な事態への対処の仕方を前もって教える。

しかし、異常な事態というのは、非人間的な状況である。親が子を見捨て、子が親を見捨

てることが「正しい」場合すら含まれる。治療しても死を免れないと予測される患者の治

療をしないという選択が「正しい」場合がある。災害の拡大を防ぐために、罪のない人を

死の危険にさらすことが「正しい」場合もある。そうした悲劇的な選択を回避しようとす

れば、すべての災害を避ける以外にはないが、それは不可能である。 

1. 自然災害 

最大の自然災害は、太陽系の消滅だろうが、天文学が発達を続ける限り、その時は予見

可能になるだろう。小惑星の衝突、大隕石の落下に関しては、予見可能を目指す研究が成

果を挙げると考えてよい。火山の爆発・地震・津波は、ほとんど予見不可能である。予見

不可能であるという意味で、もっとも対処しにくい災害といえるだろう。台風・竜巻・ハ

リケーンは、だいたい予見可能である。山火事も、予見可能だが、自然発火がどこで起こ

るかは特定できない。 

2. 人為的災害 

火災は、物理的損傷であり、被害の結果はよく分かる。その点では、交通事故（ロケッ

ト、飛行機、列車、自動車）も、同様の物理的損傷である。公害と呼ばれる拡散した有害

廃棄物の健康被害は、化学的危険物質による損傷だが、危険が分からないことがある。ア

スベスト被害の場合も分かりにくい。危険が見えないままに進行する、因果関係が立証困

難である等の問題を含む。ボパール工場注１の事故も、化学的危険物質によるが、危険がど

こまで及んでいるかが分からない。原子力発電施設のメルトダウンでは、放射性物質が拡

散するが、危険を評価する基本的なデータが充分ではない等の理由で、危険が分からない。 

3. 事故の原因 

人為的災害の場合には、事故と呼ばれるが、その原因の三分類は適用例が多い。１、先

天的、遺伝的原因、設計ミス。２、感染病、外部的因果関係、天災→災害。３、成人病、

部品の不均等摩耗、原子炉の老朽化 という分類である。これは、「戦争の終結」という例に

も適用できる。（１）戦争の終結条件が決められている場合、（２）外部介入による場合、（３）

当事者の疲弊による場合である。原子炉の事故を点検するときには、（１）設計ミス、（２）

操作ミス、（３）管理ミスという点検の仕方をする。 
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4. 分からない危険 

直接見聞したのでは分からない危険が増えてきている。物理的損傷の場合には比較的分

かり易いが、化学的因果関係、放射能障害など因果関係が見えない例が多くある。こうい

う場合、安全の情報依存性がなりたつ。安全を確保するには、専門家の情報を参照しなく

てはならない。 

（１）建築物が違法ではないか、（２）食品に放射能が含まれているか、（３）化学的危険

物質、食品に添加物、収穫後薬品などがつかわれていないか、これらの危険については、

直接の経験では判断できない。専門的な調査による情報に依存してのみ、安全策がなりた

つ。 

危険についての自己決定が可能である状況と、安全が情報に依存している状況とが、複

雑に入り組んでいる。 

5. 防災の原則 

災害に対しては、（１）「避ける」、「逃げる」というのが、危険に対処する基本である。 

（２）それに失敗したら、「あきらめる」、「耐える」という気持ちを用意していなくてはな

らない。（３）危険を「予防する」、「危害を想定して技術的に対処する」という設計主義

（constructive）的な態度が、有効である範囲を、自然災害はときに超えてしまう。だか

ら、今後、一万年、十万年という先のことを考えると、日本人が国土を捨てて、逃げると

いう可能性を充分に視野にいれておかなくてはならない。（４）事故予防を法律的に義務づ

ける可能性は、予見可能かどうかという点で、分かれてくる。 

6. 過失主義と無過失主義 

 法律の世界で、過失の責任が問われる事例が、二つの種類に分かれる。「過失責任主義」

というのは、「予見可能な危害に対して回避義務を怠ったことが罪になる」という考え方を

基にしている。「予見可能な危害」の範囲は、だいたい同時代の専門家が標準的に採用して

いる基準で決まる。トラックの積み荷に人が隠れている可能性に対して運転手は予見の義

務がないから、「通常の貨物の安全の確認作業」をしていた場合には、事故でその隠れた人

が死んでも運転手の責任にならない。「過失責任主義」の場合には、「予見不可能の抗弁」

が、認められる。 

過失主義――通常の予見義務、「予見不可能の抗弁」あり 

無過失主義――絶対的な予見義務、「予見不可能の抗弁」なし 

7. 通常の予見義務の範囲 

2005 年死者 107 人負傷者 562 人を出した福知山線事故の責任を問われていた JR 西日本

の社長に無罪判決が出された（2012 年 1 月 11 日）。予見可能性について、検察は、「急カ

ーブへの変更などで現場は際立って危険性の高いカーブになっていたが、北海道の同じよ

うなカーブで貨物列車の脱線事故がすでに起きていたので、事故の危険性を認識できたは
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ずだ」と主張した。これについて判決は、「同様の急カーブは数多く存在していて、具体的

な危険性を認識していたとは言えない。貨物列車の事故とは大きく様相が異なっている」

と否定した。また ATS（列車自動停止装置）を設置する義務があったかという点について、

判決は、「当時、鉄道業界の認識としても ATS の設置は一般的でなく、『いつかは起こり得

る』程度の認識は『危惧感』に過ぎず、ATS 設置の義務があったとは言えない」と判断し

た。つまり世の中の標準が「ATS の設置は当然」となっていたならば、過失責任が成立す

るが、そういう標準はその当時は存在しなかったというのである。被告側の「予見不可能

の抗弁」を認める判決であった。 

8. 津波石 

明治の津波対策に津波石（教訓として啓蒙、安全基準）、高地移転、「稲むらの火」など

の教訓が残されている。避難路、避難用建築物の例としては、バングラディッシュの高台

建築物の例もある。土壌にヒ素が含まれているので、洪水の物理的被害を避けるだけでな

く、化学的被害も避けなくてはならない。工学的予防としては、防波堤を作るとか、鉄道

を津波線の上に敷設するとかの対策もある。 

9. 工学的予防――岩手県田老町の防潮堤 

1934年（昭和 9年）起工から 24年を経て全長 1,350m、基底部の最大幅 25m、地上高 7.7m、

海面高さ 10m という大防潮堤が完成した。その後も増築が行われ、1966 年（昭和 41 年）

には最終的な完成を見た。総延長 2433m の X 字型の巨大な防潮堤が市街を取り囲んだ。総

工事費は 80年当時の貨幣価値に換算して約 50億円とされる。今から 1000億円かけて防波

堤を再建しても、それが千年間有効であるなら、一年間では一億円の投資であるから、岩

手県の現在の財政規模から考えて、不合理な支出ではないという議論も登場するだろう。 

10. 原子炉の安全性の設計 

無過失責任主義のもとでの原子炉の安全性の設計では、あらゆる想定に対する対処をま

ず考えなくてはならない。小惑星の衝突、原子炉へのミサイル攻撃、日本での内乱・クー

デタなども含まれる。ただし「原子力損害の賠償に関する法律」は、除外例をもうけて「巨

大な天災地変または社会的動乱」は、想定しなくてもいいことになっている。「巨大な天災

地変」というのは小惑星の衝突のような例を想定しているので、地震は免責理由にならな

い。小惑星の衝突、原子炉へのミサイル攻撃、日本での内乱・クーデタなどには、対処で

きなくてもいい。 

11. 原子炉、実際問題としては 

日本で発生しうる最大の地震・津波に対して安全という設計目的を立てないと、無過失

責任主義のもとでの原子炉の安全性は保たれない。そして「日本で発生しうる最大の地震

津波」という概念は、地震学者の調査結果によって、耐えず変化しているので、「その時代
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の標準」が尺度になる。原子力工学者は、その変化するデータをつねにインプットして、

安全設計を点検していなくてはならない。固定した「想定枠」のようなものは成り立たな

い。 

12. 建築の安全基準の歴史 

日本での建築の安全基準の歴史年表（「耐震設計法の歴史」、日本建築構造技術者協会編

「耐震構造設計ハンドブック」オーム社 2008年所収）を見れば、法律だけを拾ってみても、

「建築物法」（1919 年）、同法改訂（1924 年）、「建築基準法」（1950 年）、同法改訂（1964

年）、同施工例改訂（1980年）、同法改訂（1998年）、同法 20条改訂（2006年）と変化して

きているから、建築物本体の耐用年数よりも、建築法規の有効年数の方が短いということ

になる。そこで既成の建築物の耐震補強という「尻ぬぐい」が必要になるのだが、それが

東日本大震災で失敗している例も少なくない（日経アーキテクチュア編「覆る建築の常識」

日経 BP2011年）。 

13. 核廃棄物の埋蔵処理 

核廃棄物の埋蔵処理の場合「まず千年間の安全を確保して、放射能が大幅に減少した後、

自然状態と同一レベルに達するまでの十万年の安全を建築と土木の技術で保証する」とい

う課題を解決しなくてはならない。もしも技術的に解決することが不可能であれば、「十万

年の安全を約束してくれる自然状態」を探さなくてはならない。この課題が、設計主義的

な解決法で果たされるかどうかが問題なのである。 

14. 危機対処の原則 

（１）逃げる、避ける→危険の到来する時間を判断する、至近距離にある安全な場所

を目指す 

（２）当面の最悪事態を回避→次の最悪事態を回避 

（３）個別事例では確率は役に立たない（災害予測は 100 年単位で当たればいい） 

（４）緊急事態では、即断しなくてはならない（相談する、指示を仰ぐ、情報を確認

する時間的余裕がないと判断したら）、決疑法（あらかじめ想定してイメージトレ

ーニング） 

（５）triage トリアージ（緊急時の患者選別法）  

（６）原則として全員救済を目指すが、全員救済を目指すと全員死亡する可能性があ

る。 

（７）緊急事態の違法性阻却――「危険が予測される」ではなくて「危険が切迫して

いる」 

（８）流言飛語（気休め情報、故意の最悪情報）、情報の遮断に注意 
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15. まとめ 

（１）危険の完全予防は不可能。 

（２）「逃げる、避ける」が原則、「防ぐ」「たたかう」「たすける」ではなくて 

（３）「つねに当面の最悪事態を回避」が、原則。 

（４）全員を救えるか、一部を選ぶかが、もっとも困難な決定。 

（５）法律的には緊急事態の違法性阻却で処理されるが、倫理的には解決不可能な事

態が発生する。 

 

 

注１）1984 年にアメリカのユニオンカーバイド社の子会社であるユニオンカーバイド・イン

ディアが引き起こした世界最悪の化学工場事故のこと。現在も工場から漏れ出した化学

物質による周辺住民への健康被害が続いており、流出した有毒ガスの影響による様々な

要因で 1万 5000人 - 2万 5000人が死亡したとされる。 
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「Survivorとなるための防災教育」と「Supporterとなるための防災教育」 

諏訪 清二 

1. 二つの大災害と防災教育 

 1995 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災は、技術立国日本の都市を破壊し、6,400

人を超える死者を出した。なぜこのような被害が発生したのか、専門家からいくつもの指

摘があったが、ここで強調しておきたいのは、防災教育がきちんと行われていなかった事

実である。震災以前の防災教育といえば、「①避難訓練」がメインだった。それも、約束さ

れた時間に火災報知機が鳴り、生徒たちが避難を開始する。教師から急ぐように促される

が、走ると叱られる。そしてグラウンドに集合して点呼を済ませると、総括担当の先生か

ら、「遅い」と叱られるのである。こんな防災教育が、災害時に有効に機能するはずがない。 

理科には、災害を引き起こす自然現象を学ぶ分野がある。防災教育を行う素材がある。

しかし、実際の理科教育では、災害を引き起こす地震や台風のメカニズムを教えてはいた

が、実際の災害と関連付けられて教えられていたわけではない。まして、高校では地学と

いう科目が軽視されていた。大学入試に不利というわけである。「②理科教育での防災教育」

も、存在はしたが、不十分であった。 

さて、避難訓練をきちんとしていたら、多くの命が助かったのか。残念ながらそうでは

ない。阪神・淡路大震災の犠牲者のほとんどは、建物の倒壊や家具の転倒による下敷きや、

そのために身動きが取れずに火災で亡くなったのである。避難訓練をきちんとしていなか

ったのではなく、避難する時間もないまま、亡くなってしまったのである。少なくとも、

活断層型の直下型地震では、避難訓練は役に立たないということが露呈した。そして、防

災教育は避難などの災害対応重視から「③備え中心の防災教育」に舵を切った。 

一方、被災地では、独特な防災教育が始まった。災害後の子どもたちの変化に対応する

ために、心のケアの取組が始まったのである。特筆すべきことは、心のケアという、ある

意味専門的な対応を、臨床心理士や医師といった専門家に任せきるのではなく、学校とい

う場で、教職員が日常の教育活動の中で担当し、専門家がその活動を支援するという構図

ができあがっていったことである。このシステムは、新潟県中越地震でも活用され、現在

は、東日本大震災の被災地支援に活かされ始めている。また、震災で亡くなった命の大切

さ、人々が助け合い、思いやりあった素晴らしさを学ぶ教育も、被災地で進められてきた。

これは、そういった「価値」の存在を教える教育としてではなく、そういった「価値」を

子どもたちが発見し、理解し、共感できるような方法で行われてきた。阪神・淡路大震災

の被災地、兵庫県では、この教育を防災教育の一環として実施してきたが、従来型の防災

教育と一線を画す意味で、「④新たな防災教育」と呼んでいる。 

また、被災地以外の地域で広がってきた防災教育がある（被災地以外を私は「未災地」

と呼んでいる。漢方の「未病」という表現を借用した。災害が決して起こらない地域では
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なく、いつ災害が起こってもおかしくない、災害一歩前の地域という意味である）。それは、

災害の恐怖を前面に出した「脅しの防災教育」ではなく、防災の楽しさ、あるいは防災に

得意なことや好きなことを合体させる、楽しさを前面に出した防災教育である。いわば、「⑤

防災＋αの防災教育」である。普段は川遊びをし、川の恩恵を学び、合わせて水害の恐怖

と対応も学ぶ防災教育がある。工業高校の生徒が、自分たちの専門性を生かして、地域の

古い住宅の耐震診断を行う防災教育もある。防災に関わる「ものづくり」を通して、地域

住民や小学生を巻き込み、防災意識を広げる実践もある。こういった取組は、現在、日本

中に広がってきている。「＋α」とは、好きなこと、楽しいこと、得意なことである。 

例えて、防災の雑誌を発刊するとしよう。防災のことしか書いていない雑誌をいったい

誰が読むだろうか。専門家ならまだしも、一般市民は関心を向けないはずだ。では、自分

の好きなことを扱う雑誌の中に、数ページだけ防災の記事があったらどうだろう。ペット

好きの人が読む雑誌に、被災地のペット事情が書かれている、野球好きの人が読む雑誌に、

野球選手による災害ボランティアの記述がある、子育て雑誌に災害時の子どもの変化が報

告されている、バイク雑誌にバイクを使った災害支援の活動が書かれている、など、こう

いった日常的に読んでいる雑誌に載せられている防災記事なら、誰もが読んでしまうはず

だ。「＋α」は、このように、ふだん読んでいる雑誌に数ページ、防災を取り入れる作業と

似ている。 

これまでに述べた 5 つの防災教育（「①避難訓練」「②理科教育」「③備え中心の防災教育」

「④新たな防災教育」「⑤防災＋αの防災教育」）は、進化し続けていた。進化の途中にあ

ったと言っていい。次の災害に対して効力を発するはずであった。 

そして、2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が発生した。上記の 5 つの防災教育は、「未曾

有」と表現される大地震と大津波に対して、どんな効力を発揮したのだろうか。私は、役

に立った部分もあれば、不十分だった部分もあると思っている。その不十分だった部分の

原因を追究して、これまでの防災教育を補強する作業が行われなければ、今後も、例えば、

東海地震、東南海地震、南海地震などの広域災害で甚大な被害が発生するだろう。その時

になってまた、「未曾有」や「想定外」といった表現で、責任を曖昧にしてしまうのだろう

か。 

2. 東日本大震災の教訓と今後の防災教育 

東日本大震災では、行政が指定した避難所に逃げ込んで津波に飲まれた例が少なくない。

津波想定区域の外（つまり安全だと想定されていた地域）に住んでいる住民が、避難する

ことなく被害にあった例もある。子どもたちが学校の管理下にいた場合は多くの命が救わ

れたが、保護者に引き渡したために亡くなった事例もある。多くの子どもたちが犠牲にな

った学校があり、学校の避難マニュアルが批判されているが、その学校では津波は到達し

ないという想定があったことを考えると、教職員の対応やマニュアルの不備だけではなく、

より総合的な原因の追究が必要だろう。つまり、災害に対する人々の感じ方、自分だけは
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災害にあわないという偏見、マニュアルさえあれば大丈夫と信じ切ってしまう思考回路、

何より、自然を感じず、知識としてのみ学び、受験学力を上げることこそが学校教育の目

的だと勘違いしている国全体の考え方、そういったことも考え合わせたうえで、よりよい

防災教育を考えなければ、被害は繰り返す。 

では、東日本大震災の現状を考えた上で、今後新たに展開していかなければならない防

災教育とは何か。それは、「⑥想定を信じない防災教育」である。想定を信じ、それに従っ

てマニュアルを作っていれば安全だと考えてしまう防災教育の破壊である。言い換えれば、

自然を感じ、情報を集め、自ら判断し、そして行動する力を育む防災教育である。「生きる

力」というスローガンが、単なるスローガンの存在として終ってしまわない、実践的な教

育の創造である。そして、こういった教育は、残念ながら、日本の教育が一番苦手として

いる分野である。 

3. 防災教育の義務化 

前述した 5 つの防災教育は、特別教育活動の時間や総合的な学習の時間を使って行われ

るのが主流であった。教科の時間にはまず行われない。取り組まれているとすれば、教科

担当教員の「善意」に頼っているだけである。さらに、特別教育活動や総合的な学習の時

間は、既存のプログラムで身動きが取れない状態で、新たに防災教育を取り入れる余裕は

ない。 

だが、それで本当にいいのだろうか。4 つのプレート（5 つとも言われている）が押し合

いする日本では、世界で発生する地震の 2 割が集中しているといわれ、梅雨と台風シーズ

ンの豪雨があり、活火山も 100 座を超える。そんな災害大国で、防災教育が学校任せ、教

師任せでいいのだろうか。 

防災教育は、小学校 1 年生から高校 3 年生までの 12 年間、必修科目として履修すべきで

ある。義務化する効果は大きい。当然、日本に住むすべての子どもたちが、自然の恩恵と

脅威を学び、効果的な備えと災害対応をする力が付く。結果的に、災害による犠牲が少な

くなることが期待される。さらに、すべての教職員が防災力を高めれば、それだけ地域、

市民の防災力がアップする。 

防災教育を 12 年間学ぶことに対する懐疑的な意見もあるだろう。防災教育といえば、災

害から自分の命を守ることだけであると考えている人々は、そういった教育に 12 年も必要

ではないと指摘するはずだ。だが、私は、より広義の防災教育を提唱したい。それは、

「Survivor となるための防災教育」と「Supporter となるための防災教育」である。 

「Survivor となるための防災教育」では、災害対応の学習から始まる。小さな子どもた

ちは、地震の揺れが来たらどう対応したらいいか、といった基本的な動作を、ゲームなど

を通して学べばいい。年齢が上がるにつれて、動作を複雑にしていけばいい。そういった

プログラムは、すでに日本に存在している。避難訓練でも、単に逃げるだけの避難訓練か

ら、けが人を搬送する役割や応急手当などのプログラムを付け加え、複雑化していけば、
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発達年齢に沿った防災教育が展開できるだろう。小学校高学年になると、従来の理科教育

の内容に即して、災害を引き起こす自然現象のメカニズムなどを科学的に学ぶカリキュラ

ムを用意する。つまり、相手を知って、備える気持ちにさせるということである。もちろ

ん、自然は恐ろしいだけではなく、私たちに恩恵をもたらしてくれる大切な存在であるこ

とも教えなければならない。災害の様相を学ぶ教育と並行して行うことで、自然科学の学

習が防災に直結する。中学生や高校生になると、備えるための工学的な技術、耐震補強の

方法や簡易耐震診断の計算などを学ぶことができる。災害心理なども子どもたちの興味を

引くかも知れない。要は、発達段階に応じて教育内容を決めていけばいいのである。 

一方、「Supporter となるための防災教育」はどうか。実は、災害時に命が助かった人は、

お互いの支援を始める。これは、阪神・淡路大震災でも、東日本大震災でもそうである。

この二つの大災害以外にも多発している地震災害、水害、火山噴火災害をみると、人々が

サポートし合っている様がよくわかる。しかし、支援は、思いだけではできない。役に立

つボランティアもあれば、迷惑なボランティアもいる。人を支援するためには、技術や知

識も必要である。過去の災害の事実から、支援の在り方を学ぶ学習も、防災教育である。

被災地の自立を促す支援の在り方、被災後のまちづくり（復興計画）への参画、などは、

ぜひ学んでおきたい分野である。また、災害時要援護者の問題を考えることは、日常の福

祉教育につながる。端的にいえば、すでに日本の教育に存在している福祉教育、人権教育、

環境教育などは、防災教育とリンクさせて実施できるものなのである。 

防災に必要な要素は三つある。ひとつは、ハザードである。地球がどうなっているのか、

プレートがなぜ動き、その結果、どうやって地震が発生し、火山ができるのか。水がどう

循環して、どんなメカニズムで雨が降って、台風が発生するのか。そういった知識は、地

球に住む者として、当然知っておかなければならないものであろう。二つ目は、災害対応

である。避難や備えの知識を持っておくことは、災害という未知の状況の中で、知ってい

る知識や体験を使って対応することにつながる。未知の部分をできるだけ少なくするため

に、過去の災害体験から災害対応のノウハウを学んでおくのである。災害発生直後だけで

はなく、中・長期的支援を視野に入れれば、復興計画、心のケア、独居死、ボランティア、

など、様々な社会的課題に取り組むことができる。三つ目は、社会背景。脆弱な社会であ

れば、小さなハザードでも災害が発生するかもしれない。一方、社会の防災力が高ければ、

かなり強いハザード出に対しても、耐えうるかもしれない。大切なのは、防災力の高い社

会がどうあるべきかを考え、実現していくことである。そのための学習は、ハードの充実、

まちづくり、法律、福祉、行政と市民、専門家の連携、など、多岐にわたる。極言すれば、

社会に関わる全ての学習が、防災教育と直結する。 

つまり、防災教育を広義にとらえ、自然環境と社会環境を学ぶ教育の、一つの形態とし

てとらえればいいのである。そしてその教育方法は、知識の伝達だけではなく、課題解決

型学習、フィールドワーク、グループ討論、発表など、多様で総合的、活動的なものにす

ればいい。災害時に必要な力は、情報を集め、相談し、判断し、行動に移す力である。そ
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して、これは災害前の備えの段階でも同様である。こういった力を育てる教育こそ、本当

の意味での「生きる力」を育む教育ではないだろうか。 
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自然体験を利用した防災教育の提案 

佐々木 豊志 

1. 災害と生きる力 

2008 年 6 月「岩手・宮城内陸地震」、2011 年 3 月「東日本大震災」、2 年あまりで 2 度の

大きな震災を体験した。震災という大きな社会の変化の中で、被災者のみならず被災地を

支えるすべての日本国民の“生きる力”が必要であり、今、その“生きる力”を試されて

いる。災害を未然に防ぐこと、被害を最小限にとどめること、そして被災した状況の中で

できること。これらを学び、身につける教育を“防災教育”と呼ぶのであれば、防災教育

がまさに“生きる力”を育む教育なのではないだろうか。 

“生きる力”は、周知のとおり 1996 年の中央教育審議会の答申の中で示され、当時の文

部省（現在の文部科学省）の中央教育審議会（中教審）が「21 世紀を展望した我が国の教

育の在り方について」という諮問に対する答申の中で、以下のように解説している。「い

かに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、

行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人ととも

に協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると考えた。たくまし

く生きるための健康が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうした資質や能力

を、変化の激しいこれからの社会を［生きる力］と称する」。さらに、この“生きる力”は

様々な体験活動を通じて育まれるとし、社会体験、生活体験、自然体験の重要性の指摘を

し、その後の文部省は様々な体験活動を展開するために学校教育、社会教育において様々

な施策を展開している。 

2. 生きる力を持っていた“自然活動アウトドア系”ボランティア 

東日本大震災直後は、様々な災害ボランティアの組織や団体が被災地へ入り災害支援活

動に動いた。その中で「RQ 市民災害救援センター」という、自然学校やアウトドア関係な

ど自然体験活動に取り組んでいる方々が母体となって活動した組織がある。私も震災直後

にその立ち上げに関わって被災地の支援を続けた。震災直後に被災地に集まったボランテ

ィアは、アウトドア活動が好きで様々な自然体験を十分に経験している者ばかりであった。

拠点となった廃校の体育館には何もなく、朝の気温も－10℃まで下がる極寒の環境の中で

も寝食を自己完結し、寒風すさむ被災地でも黙々と活動した。 

震災という大きな社会の変化の中で、被災地へ赴き、被災地の現状を把握し、自分で課

題を見つけ、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決するために他のボ

ランティアとともに協力し合って支援活動に取り組んだ。そして被災者を思いやる心で満

ち溢れ、活動を終えて感動して涙して帰った。このように被災地に集まった自然体験豊か

なボランティアには災害に生かされるまさに“生きる力”を備えていると言える。また、
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災害ボランティアの体験は、ボランティアの多くが「大変勉強になりました」とミーティ

ングで発言したように、教育の場としても貴重な教育環境でもあるといえる。自然災害が

多い日本列島に住む我々日本人は、これからも、災害が起こる環境に生きていることを受

け止め、これからの災害に対処できる“生きる力”を育むためにも体験から学ぶという教

育手法を取り入れた“防災教育”の重要性を指摘したい。 

3. 災害時に見えた教育の手法としての“自然体験”と“冒険体験” 

くりこま高原自然学校は自然体験活動を通じて“冒険教育”“体験教育”の教育の場を提

供している。2度の大きな被災を体験して、“被災体験”は“冒険体験”そのものであるこ

とが分かった。冒険体験は被災体験を乗り越える所謂“生きる力”を育む貴重な教育の手

法ではないだろうか。 

冒険教育では冒険を定義するときに使われるキーワードに、危険を伴う、容易ではない、

慣れていない、先が読めない、不安、ハラハラドキドキ・結果が保障されていない、失敗

するかもしれない……などがある。さらに冒険の反対の状態を示すキーワードに“Ｃゾー

ン”（Comfortable）がある。このＣゾーンから出ること、それも自発的に出ることを冒険

と定義している。（図１）くりこま高原自然学校では、子どもたちが、「様々な状況を受け

止め、それを判断し、決断し、一歩踏み出すという行動を起こす」ことができる人になる 

ための教育活動を目指している。まさに前述の“生きる力”を育む活動である。 

 

 

震災体験は、まさに冒険体験であり、生きる力を試される場面の連続でもある。被災体

佐々木豊志：2006  

（難波克己 (2006) : 動き出した心の教育  -玉川アドベンチャー教育の取り組み、玉川大学学術研究所紀第 12号、

玉川大学学術研究所、pp.107-114. を参考に加筆作成） 

（図１） 冒険の定義 
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験は、初めての体験・未知の世界・先が見えない・結果が保障されない・容易に解決しな

い・不慣れ・居心地が悪い・不安…などなど。冒険体験そのものである。そして、震災後

に必要な行動もＣゾーンという現状を打破して、自ら踏み出すという自発的な行為なので

ある。 

4. 形式知と暗黙知 

“生きる力”は

様々な体験から

培われると 96年

の中央教育審議

会の答申が指摘

しているように、

自然体験から学

ぶという“体験学

習”は“防災教育”

にとっても有効

であるのではな

いだろうか。では、

体験を通じて何

を学ぶのかを問

われたときに解

説するキーワードとして“形式知”と“暗黙知”をあげことができる。このキーワードは、

野中郁次郎名誉教授（一橋大学）らが示した「知的創造企業」セキモデルという論文で解

説していたもので、（図 2－1）企業が持つ知的財産、企業秘密ノウハウなど、所謂“知”と

いうものは、二種類あり、一つは「形

式知」、もう一つは「暗黙知」と呼ん

でいる。「形式知」は、文字や記号、

図などに書き落とすことができる

「知」であり、マニュアル・教科書

などに書き込まれているモノは「形

式知」と言える。「暗黙知」は反対に

文字や記号に書き落とすことができ

ない「知」、であり、マニュアル化し

ていない「知」である。 

 

 

佐々木豊志：2005 

（野中郁次郎、他（1996）：知的創造企業、東洋経済新報社.  「セキモデル」から） 
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自然体験の教育手法は、所謂“形式知”を“覚える”という概念学習、より多く形式知

を覚えることを測定する学力評価とは異なり、体験を通じて“考える”場面から“暗黙知”

という“生きる力”を獲得する場なのである。図 2－2にある“考える力”が災害時には必

要で、さらに判断して行動に起こす力“生きる力”が必要なのだ。 

 

5. 体験学習法と防災教育 

自然体験や冒険体験からの学びを利用して災害教育へ展開するためには、体験学習法と

いう学びの方法を理解する必要がある。“体験学習”は言葉としては知っている人が多いが、

正しく理解をしている人は少ないように思う。単なる体験活動を指して体験学習と言って

いる例も少なくない。体験を通じて深い学びにするためには、図 3 のように学びの循環過

程を経なければならない。 

体験をしただけではなく、体験をした後 

にチェックする作業を行う。体験したこと 

をチェックし、その時に何が起こったのか 

事実を挙げる。そしてなぜそのようになっ 

たのか分析する。そして、新しい方法を生 

み次の体験へ生かす。このように最初の体 

験から循環過程を経て次の体験へつなげる 

ことが大切である。特に失敗したときは学 

びのチャンスになる。この体験学習を諦め 

ずに続けることで失敗が失敗でなくなり、 

いつか成功へ導かれる。途中で諦めると失敗として残るのである。自然体験活動は、「冒険

の要素と体験から学ぶ要素に溢れている自然環境の中」での活動だと言える。無限大の冒険

と、無限に広がる学びの世界が自然体験活動には存在している。 

災害時における被災地の様々な状況は刻々と変化する。前述した RQ 市民災害救援センタ

ーのボランティアセンターでの活動は、体験学習法の連続であった。毎日朝夕開かれるミ

ーティングでは、活動を振り返り、現状を把握する、課題や問題を見つけ、その課題・問

題の要因を分析する、そして改善をして翌日の支援活動を行う。この繰り返しであった。 

星野敏男教授（明治大学）は、このような体験学習法の循環過程の中で「形式知」「暗黙

知」が交互に関係しあうのではないかと指摘をしている。被災地で重要になる情報は個人

が持つ「暗黙知」をより多くの人と共有するために文字、図、記号などで可視化し、「形式

知」化する必要があるのである。被災地の混沌とした状況の中で情報の一元化と共有化が

大切なことであることは間違いない。 

現地のボランティアセンター内では、出入りの激しい数多くのボランティアが共有する

情報を「形式知」化することが重要であり、被災地に入り込んで被災地と被災者の状況を

 
佐々木豊志：2006 

(体験学習法にかかる先行研究を参考に作成) 

taik 

 

佐々木豊志：2005 
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見て、感じ、聞いてきた情報を集めて、本部に戻ってそれを共有するため様々な「形式知」

に落とし込むことが大切であった。ボランティアセンターの中でよりよく情報の共有をし

活動に生かすための作業が非常に重要であった。 

6. 自分で判断し、行動に起こすという体験をさせるということ 

繰り返しになるが、“生きる力”の中の「主体的に判断し、行動し」ということが、災害

時では大変重要なのではないだろうか。最終的には行動へとつながらなければならないの

である。 

くりこま高原自然学校の自然体験活動の一つに、「窓滝遊びと滝壺ダイブ」という活動

がある。栗駒山中にある高さ 4ｍ、深さ 5ｍの滝壺で遊び、滝壺に飛び込むプログラムで、

夏休みの一番人気の自然体験、冒険体験プログラムだ。これは子どもたちへの安全教育の

場でもある。子どもたちが自分の身は自分で守るという、安全・危険を認識して、自分で

行動できることを身につけるためのプログラムでもある。指導する側としても事前の下見

をして滝壺の水の中の様子や水温など状況のチェックをし、ロープを張ったり、ライフジ

ャケットを用意したりするが、最終的には子ども自身の安全・危険に対する意識の問題に

なる。滝壺に到着したら、まず我々は「普段泳いでいる学校のプールとこの滝壺は何が違

う？」と問いかける。子どもたちは「深そう、石がごろごろしている、あっちは流れが急

だ、冷たそう、水音がうるさくて聞こえない…」と反応する。そして「危なそうな滝壺だ

から遊ばない、ではなく、ここで、みんなで遊びます。どうすれば、みんながケガなく楽

しく遊べる？」とまた質問をする。するとこんな返事が返ってくる「ふざけない、あそこ

から先へ行かない、後ろから押さない、石投げしない…」。そして私たちは「いま言った

ことを守って遊ぼう」と言う。一切指導者からは、「こうしなさい、こうしてはダメです」

と一言も言わない。ここで指導者が先に「ここは○○だから、○○しなさい。○○しては

いけません。」と指示を出せば、きっとそれを守って数時間の間の事故は起こらないかも

しれない。しかし我々が求めていることは、“大人の言うことを覚えて言うことを聞く子

ども”ではなく、“自分で考え、自分で判断し、自分で行動に起こすことができる子ども”

を育むことである。子どもたちが自ら考え、判断し、行動を起こせるためには一度その体

験をすることが有効なのだ。さまざまな自然体験活動を通じて、青少年が主体的に考え、

判断し、Cゾーンから踏み出すという行動を起こすことができること、そしてそれが失敗し

ても体験学習法で失敗から学ぶことが出来る体質になることが重要なのである。   

災害が起こる前、災害が起こった時に自分を取り巻く状況を受け止めて、自分の意志で

その課題に取り組むことが出来る姿勢、そしてそれが仮にうまく行かなくても課題を見つ

け、再び取り組むこと。このような姿勢が身に付くための“防災教育”には自然体験活動

の効果を取り入れる意義があるのである。 
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7. 既存の自然体験プログラムを防災教育に応用する 

自然体験活動プログラムは、自然環境の中で実施される。以下の例（表 1）のような 2 泊

3 日の標準的な自然体験活動のプログラムに防災教育を意識した時間と指導を取り入れる

ことで、リアルな自然環境と体験を通じた防災教育の効果をより期待できる。 

 

■初日：防災教育への導入の時間を設ける。火山・地質・河川・津波・地すべりなど、

自然災害を意識できる教材や情報を提供する。 

■2 日目：実際に自然体験活動を展開するフィールドを通じて、自然災害意識を喚起で

きる指導を取り入れる。活動フィールドを使った防災意識の喚起や非常時に行動に

ついて考える場面を設定する。 

■3 日目：活動のまとめを通じて防災意識の再確認や日常生活へ戻った後の防災意識を

具体的な行動へ反映する防災アクションプランを考える時間を設定する。 

 

以上、標準的な自然体験活動に、防災教育を意識したプログラムに応用するためには、

それぞれ導入、展開、まとめの流れの中に防災教育の要素を盛り込んだ時間を設定し、指

導することが必要である。 

 

表１ くりこま高原自然学校におけるプログラムの応用例 

 自然体験プログラム 防災教育応用ポイント 備考 

1日目 開校式 

アイスブレーキング 

テント設営 

夕食づくり 

班ミーティング 

■オリエンテーション 

・防災キャンプ導入 

・環境づくりを意識 

 

■火のコントロール 

■初日に防災キャンプ

の導入のためのオリエ

ンテーションを約 1 時

間程度設ける。 

活動のフィールド周辺

の地質など然災害とフ

ィールドの解説を入れ

る。 

2日目 朝食 

■フィールド活動 

・栗駒山登山 

・ブナの森トレッキング 

・沢のぼり 

・滝壺遊び 

夕食づくり 

キャンプファイヤー 

■自然環境と災害を意識した

活動にする。災害が起こった

場合を想定した対応を子ども

たちと考える時間を取る。 

例）ここで地震が起こった

ら・・・ 

 

■実際に活動する自然

環境の中で、活動のフィ

ールドと自然災害を意

識する時間を設定する。 

3日目 朝食 

片づけ 

■まとめ 

閉村式 

■自然体験を振り返り災害意

識を再確認する。日常生活へ

の防災意識の具体的のプラン

を考える時間を設ける。 

■日常生活へ防災意識

をつなげるための時間

を設定する。 
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自然体験活動指導者と防災教育 

佐藤 初雄 

１. はじめに 

今回の東日本大震災を契機に様々なことが見直されている。また、これからも起こりう

る災害に私たちは、どう対処し、どのような備えをするべきなのかを考えるきっかけにな

った。そこで、今、この防災教育の在り方についての検討も行われ、様々な情報をまとめ

ることになった。正直なところ自然体験活動の分野でも、かなり防災教育としての役割を

担っているとも考えられるが、実際には、その意識が指導者にはなく、防災という観点が

抜け落ちている状況と言わざるを得ない。 

ここでは、今、行われている自然体験活動の指導者にどのようなことを意識し、知識や

技術を習得すれば、自然体験活動の機会が防災教育の機会にもなるかということを考えて

みたい。 

2. 自然体験活動と防災教育 

自然体験活動における知識、技術、経験がどのような場面で生かされるのだろうか。十

分な検証や調査研究があるわけではないが、筆者の個人的な考えから述べてみたい。 

災害発生直後のことを想定するとわかりやすいかもしれない。この状況は、日常とは、

当然違う状況で非日常である。おそらくは、想定を遥かに超える状況になるだろう。この

ような状況に人々がいきなり、放り込まれることになる。 

その時、まず、精神的にパニックに陥り、何をどうしていいか全く分からず判断ができ

ないことになる。当然そのような状況で、行動することもできないわけであるから、それ

が原因で命を落とすこともある。その意味で考えるならば、まずは、精神力というキーワ

ードがあるだろう。 

次に、非日常的な何もない状況の時に何をどうしたらいいのか。そのような状況では、

サバイバルの知識があることによって、人間の基本的欲求に関わるまずは、水の確保、食

糧の確保、寝る場所の確保などの行動ができる。さらに、技術である。いくら知識があっ

たとしてもこうしたことをなしうる技術がなければ、様々なことを行うことはできない。

このようなことから、知識、技術が次なるキーワードになる。 

最後に、知識、技術があっても、未熟なものであっては、いざという時に役に立たない

こともある。そこで、こうした知識や技術を磨き、熟練したものとすることができていれ

ば、生存確率も高まる。その意味においては、経験というキーワードがある。 

自然体験活動は自然環境の中で行われ、日常生活している環境とは大きく異なり、特に、

都市生活者にとっては未知のものである。つまり、自然の中には何もない状況になるとい

うことである。こうした環境の中で生きていくための知識、技術、経験、そしてこうした
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経験を積み重ねることによって精神力が鍛えられていくと考えられる。 

３. 自然の中で鍛えられること 

自然の中では、状況が刻々と変化する。特に自然環境が厳しい所においてはその変化に

適切な行動をとらなければ、命を落とすことに繋がることもある。その時その時の適切な

状況判断が重要なポイントになる。そして、その判断をしたならば、どう行動をすべきな

のかという決断をしなければならない。さらに、その決断に従い行動しなければならない。

つまり、「即断、即決、即行動」である。その結果が常に明確に示されるのが、自然環境で

ある。 

例えば、冬山を考えてみよう。かなりの厳しい環境である。このときの行動は全て先ほ

どの「即断、即決、即行動」が繰り返し繰り返し行われる。一瞬たりとて、油断をしたな

らば、命に関わる状況にもなる。こうした経験があるかないかで、災害時の行動が変わっ

てくることになるだろう。 

４. 自然体験活動指導者養成カリキュラム 

さて、それでは、こうした自然体験活動の指導者はどのようなことのトレーニングが行

われているのだろう。ここでは、2000 年に設立された自然体験活動推進協議会（CONE）

の指導者養成カリキュラムを紹介しよう。 

 

表１ CONE指導者養成指導者養成･登録制度のしくみ 

 

必須課程 共通カリキュラム：２１時間 

自然体験活動（CONE）リーダー 

（自然体験活動の案内ができる） 

修了課程 OJT カリキュラム：１８時間 

 

必須課程 共通カリキュラム：２１時間 

自然体験活動（CONE）インストラクター 

（自然体験活動の指導ができる） 

修了課程 OJT カリキュラム：３０時間 

 

必須課程 共通カリキュラム：２１時間 

自然体験活動（CONE）コーディネーター 

（自然体験活動の企画・運営ができる 

地域の指導者、他の団体・機関との連携を通して、 

自然体験活動指導者が活躍する場を作ることができる） 

修了課程 OJT カリキュラム：３３時間 

※リーダー、インストラクター、コーディネーターはあくまでも「役割」であって、ヒエラルキーを成す

ものではありません。 
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表２ CONE指導者養成カリキュラム一覧 

科目と内容 共通ｶﾘｷｭﾗﾑ OJT ｶﾘｷｭﾗﾑ 

自然体験活動の理念 
自然体験活動指導者の概要と登録制度について知る／自然体験活動憲

章の意義と自然体験との関連性について知る／自然体験活動指導者（リ

ーダー）の役割について知る／自然体験活動は、自然とのふれあいによ

る心豊かで楽しく魅力あふれる活動であることを知る／自然体験活動

は人間、社会、こころなどに多くの影響を与える重要な活動であること

を認識する 

１ ２ 

自然の理解 
自然の体系的な仕組みについて知る／生態系とはどのようなものであ

るか、概要を知る 

３ 1.5 

対象者理解 
自然体験活動の参加者に応じた対応のあり方を知る／参加者の配慮す

べき事柄について理解する／体験活動を提供する指導者としての心構

えを認識する 

２ １ 

自然と人、社会、文化との関わり 
自然と関連して生まれた技能や芸能、伝統文化などについて、体験を通

じ初歩的な知識を得る／自然と調和した生活のためには、環境に配慮し

たライフスタイルが求められることを知る／人の暮らしや社会、文化に

は、自然との関わりが常に密着して成り立っていることを認識する 

３ ９ 

安全管理 
安全対策について知る／救急法の基本的技術を理解し、習得する 

４ 0.5 

自然体験活動の指導法 
自然体験活動の基本的な指導法を知る／参加者と自然体験活動の環境

に対応した、効果的な指導法について認識する／効果的な自然体験活動

の提供には、的確な指導方法が必須の条件であることを認識する 

４ 0.5 

自然体験活動の技術 
自然体験活動を指導するためには、各種の技能が必要であることを認識

する／フィールド保全のために、自然に配慮した活動が大切であること

を認識する 

３ 1.5 

自然体験活動の企画と運営 
自然体験活動についてのプログラムづくりの基礎知識を知る 

１ ２ 

合計 ２１時間 １８時間 

 

自然体験活動、特に野外活動と呼ばれる分野では、読図

（地図の読み方、コンパスの使い方）、ロープワーク（ロ

ープの結び方、活用方法）、野外炊飯、テントのたて方、

テントで寝る、ビバーク、ハイキング、サバイバルキャン

プなど。こうした活動は、知識的にも、技術的にもすぐに

役立ちそうであるが、これ以外にも、野外活動や自然体験

活動は防災教育として実際にかなりの部分で共通する点

が多い。 

５. 防災教育とするために 

これまで述べてきたように、自然体験活動は防災教育の

一部を担っていると言えるが、冒頭にも述べたように、指

ロープワーク 

シェルター 
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導者がより防災教育としての認識を深めることにより、よ

り良い防災教育になる。特に、災害発生時直後からしばら

くの間の行動するための知識、技術、経験そして精神力と

いったところで、大いに役立つ。そのためには、指導者が、

まずは、知識として防災教育とはいかなるものか、という

ことを広く一般的な知識としても知ることが重要である。

あるいは、実技的にも様々な技術を学ぶことによって、自

然体験活動の中でも展開が可能であれば、防災教育の一つ

の機会としても活用することができるだろう。 

今後は、自然体験活動指導者養成カリキュラムの一部に

防災教育としての理論を取り入れ、あるいは、実技の中で、

防災教育としての視点を取り入れることで、いざという時

の行動を起こすことのできる人材を養成することができ

るだろう。 

別の観点で言えば、自然体験活動という方法が他のどん

な教育方法より優れた発生後の行動を起こすために必要

な要素を学ぶことができる防災教育の一つであると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野外炊飯 

テント設営 
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青少年教育施設における防災教育の展開 

小林 真一 

１．体験活動で身につく力と防災に必要な力 

青少年教育施設における自然体験活動や生活体験を通して身につけることができる判断

力や行動力、協調性や社会性、危険を予測し回避する力、困難なことをやりぬく強い意志

といったことは、災害に備え、災害を乗り越えるといった防災に必要な力と同じものであ

るといえよう。 

このことは、子どもへの防災教育として、青少年教育施設における体験活動が、学校で

行われる避難誘導等の防災訓練とは違った力をつけることができる有効な手段であるとい

えよう。 

２．青少年教育施設における防災教育の展開パターン 

青少年教育施設の事業は、施設自らが企画・実施する「教育事業」（主催事業や企画事業）

と、学校の集団宿泊活動の利用に際し指導及び助言を行う「研修支援事業」（受入事業）が

あり、それぞれの事業で防災教育を展開した場合、表のように整理できる。 

A：「教育事業」で、「防災教育」そのものをテー

マにした体験活動事業を企画実施する。 

B：他のテーマで企画実施する自然体験活動事業

の中で、「防災」を意識させたり、防災に関す

る体験活動プログラムを取り入れたりする。 

C：防災教育事業で開発したプログラムを研修支

援（受入）プログラムに転用し、小中学校等

の宿泊学習で活用する。 

D：小中学校等の宿泊学習の中で、「防災」を意識させたり、防災に関する体験活動プ

ログラムを取り入れたりする。 

      （以下、本稿では C、D について述べる） 

３．防災教育としての生活体験 

青少年教育には、登山やオリエンテーリング

といった自然体験を中心とした体験活動プロ

グラムとともに、寝食をともにした生活を送る

という生活プログラムがあり、防災教育として

の意味を持つ。 

子どもたちにとって、青少年教育施設での宿

表 青少年教育施設における防災教育の展開パターン

DC
研修支援
事業

BA教育事業

それ以外を主
テーマとする

防災教育を
テーマとする

図 青少年教育施設の教育プログラム

生活プログラム

・他団体との共同生活。
・標準生活時間に沿っ
た生活
・自分のことは自分でや
る生活

体験活動プログラム

・登山，オリエンテーリン
グ，ウォークラリー
・野外炊事
・テント泊 など

社会性 判断力や行動力
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泊体験は家族以外の者と寝食を共にすることになる。 

災害時の避難所では多くの人と生活をともにすることから、精神的な負担が高くなり、

お互いに遠慮や配慮をするといったことが求められ、青少年教育施設における宿泊体験は

こうしたことへの備えとなる。また、青少年教育施設は、小規模な施設を除き複数の団体

に同時に利用されることからクラスメイト以外の見ず知らずの人とも共同で生活すること

になり、その意味が高まる。 

更に、標準生活時間に沿った生活や、食事の配膳・片付け、寝床の準備と片付け、使っ

た場所の清掃など、身の回りのことは自分で行うという生活を送る。 

 こうした生活体験により、公共のルールやマナーを遵守することの必要性を理解し実践

する態度、他の人と協力することの意味を実感し行動に移す態度といった社会性が育まれ

る。 

東日本大震災の際、被災した人達の規律正しい行動や他の人を思いやる精神性の高さが

海外メディアから賞賛された。生活体験はこうした日本人の心情や態度を育むものであり、

青少年教育施設における特徴的な教育機能（効果）である。 

４．防災教育としての自然体験活動の教育手法 

（１）防災教育における教育手法の必要性 

東日本大震災の後、文部科学省は「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関す

る有識者会議」を設置し、中間とりまとめを公表している（平成 23 年 9 月）。この中で、「正

常化の偏見（バイアス）といった心理的特性も踏まえ、自ら命を守り抜くための『主体的

に行動する態度』を育成する教育手法」や「支援者となり安全で安心な社会づくりに貢献

する意識を高めるための教育手法」の開発・普及が必要であるとしている。 

また、中央教育審議会スポーツ・青少年分科会学校安全部会は「学校安全の推進に関す

る計画の策定について」（答申）（素案）の中で、「主体的に行動する態度の育成、被災地な

どへのボランティア活動等を通じて、安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めると

いった教育手法」や「緊急地震速報などを活用した防災教育手法」を開発・普及するとし

ている（平成 24 年 3 月）。 

そして、両報告とも野外炊事や学校等を避難所と想定した生活キャンプなど自然体験や

生活体験といった新たな体験的な防災教育手法の開発が必要であるとしており、青少年教

育施設における防災教育の展開が求められているといえよう。 

（２）問題解決学習の手法による自然体験活動の指導 

青少年教育施設で行われる自然体験活動を、防災教育を目的に指導した場合の教育手法

として、教育の方法の一つである「問題解決学習」の手法を応用することができる。 

「問題解決学習」とは、子どもたちが「知識」を受容的に学習するのではなく、自ら考

え答えを発見していく能動的・主体的な学習方法であり、次の過程で進められる。 
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①問題の設定 

例えば、「危険予測と回避行動」をテーマとした

場合、子どもたちに、「○○をする場合、危険なこ

とはどんなことだろう」と学習問題を提示する。 

②問題に対する回答の予想 

問題に対する答えを先ず自分で考える。次いで、

個人で考えたことをもとにグループや学級で話し

合いまとめる。 

③予想の検証（体験活動） 

実際に活動することにより、予想を検証する。つまり、体験を通して問題解決に必要な

情報を収集する。 

④確かめ 

予想したことが正しかったどうか、他の回答がなかったかどうかを確かめる。 

⑤一般化 

 「検証－確かめ」を通して分かったことを一般的な言葉で表す。 

こうした学習過程による指導により、自ら考え、情報を収集し、判断する力を身につけ

ることができる。また例のように「危険予測」であれば、活動の前に危険なことを考える

ことで意識化が図られ、ケガが少なくなり安全に活動する力が身につく。 

 

（３）「問題解決学習の過程」を繰り返す自然体験活動の指導 

マネジメントの手法である「Plan（計画）-Do（実

行）-Check（評価）-Action（改善案）」サイクルを自

然体験活動の指導に応用することができる。 

つまり、前述の問題解決学習の過程を一回で終わり

にするのではなく、次の体験活動プログラムにつなげ

ることである。1 回目の活動で「確かめ」「一般化」し

たことを「仮説」として位置づけ、再度、体験を通し

て「検証・確か」を行う。こうした繰り返しにより学

びを深めていく。 

また、「一般化」したことを、実際に行動に移せるように練習・訓練することでもある。 

 

（４）「体験」と「知識」を結びつけた指導 

防災教育で求められている「主体的に行動する態

度」の前提には、防災に関する基本的な知識を理解し

ていることが必要である。 

地震が起こったときに取るとっさに身を守る行動

図 問題解決学習の過程

問題（テーマ）を設定する。

検証
（体験活動）

一般化

問題の答えを予想する（仮説）。

実際に活動することにより，予
想を検証する。

予想が正しかったどうか確か
める。

問題の答えを一般的な言葉で
表す。

問題設定

予想（仮説）

確かめ

図 問題解決学習過程の循環

一般化

問題設定

1回目の活動 問題設定

予想

検証

確かめ

一般化

2回目の活動
P：計画

D：実行

C：評価

A：改善

図 「体験」と「知識」を結びつけた指導

考えさせる

教える

体験

教える
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にしても、警報などが発令され避難行動に移るにしても、正しい知識に基づいた的確な判

断が前提となる。誤った知識に基づいた判断であったら身の危険が増すばかりであり、知

識がないばかりに行動に移せないことも考えられる。 

では、子どもたちに「知識」を理解し、「行動」に移せるようにするためにはどのように

指導したらいいのだろうか。 

一つの方法が、前述の「問題解決学習」での指導である。つまり、子どもたちに「考え

させる」指導である。「考えさせる」ことにより、活動を通して学ぶことの目標を持ち主体

的な学びとなって、教えられた知識から発見した知識になり、身につくであろう。 

しかし、「考えさせる」だけでは、不十分な場合があり、指導者が「教える」ことも必要

になる。 

前述で例に出した「危険なことの予想」の場合、子どもたちが出した意見の中に予め知

っておかないと重大な事故・ケガにつながる事項が無かった場合は、指導者は教えなけれ

ばいけないし、「確かめ－一般化」の過程で子どもたちがまとめた考えを補ったり、一般的

な知見から裏付けたりすることも必要である。 

 また、「体験」の後に「知識」を教えること、言い換えれば、「知識を教える前」に、「体

験させる」ことは、子どもたちに知識の意味を「実感」させることにある。 

例えば、人間には自分にとって都合が悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしま

う心理的な特性（こうしたことを「正常化の偏見」（バイアス）という）があり、災害時に

もこうした心理が働くことを子どもたちに教える場合、説明するだけでは、こうしたこと

の実感や経験がない子どもには理解できないであろう。自然体験活動を通して、こうした

心理的特性を経験させることで、指導者が教える「知識」と結びつき理解されるのである。 

５．防災教育としての自然体験活動の指導例 

（１）危険を予測し回避する行動力を身につける「野外炊事」 

①ねらい 

野外炊事を安全に実施するためにはどうしたらよいかを考え、活動することにより、危

険を予測し回避する行動力を身につける。 
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②展開例 

過程 指導者の指導（発問） 子どもの活動 

問題の 

提示 

 

 

 

 

予想 

・「野外炊事をするときに、どんなこと

に注意したらよいかを各自考えてく

ださい。」 

 

 

 

・「各自が考えたことを、グループでま

とめてください。」 

・「グループごとに発表してください。」 

・出された意見をまとめながら書き表

す（全員に見えるカタチにする）。 

・個人で考える。 

 

 

 

 

・一人ひとりが発表し、グ

ループでまとめる。 

・発表する。 

 

 

・「こうした危険なことを防ぐためには

どうしたらよいかを考えてくださ

い。」 

 

 

 

 

 

・子どもたちの意見の中に、重大な事

故・ケガにつながる事項がなかった

場合は、指導者が補う。 

・グループで考え、全体で

発表する。 

 

検証 

（体験） 

・「出た意見を意識して、野外炊事を行

いましょう。」 

・野外炊事を行う。 

確かめ 

・「予想した意見が正しかったかどう

か、防ぐ行為ができたかどうかを話

し合ってください。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グループで話し合う。 

一般化 

・「今回の野外炊事を通して危険なこと

と、それを防ぐためにはどんな行動

を取ったらよいかをまとめてくださ

い。」 

・各自まとめる。 

 

③その他 

野外炊事ではなく、登山やオリエンテーリングといった他の自然体験活動プログラムで

野外炊事にはどんな危険なことがあるか。 

具体的にイメージするために，
「危険予知シート」などを活用す
る。 

子どもたちは自分以
外の意見を知ることに
なる。 

＜危険なこと＞ ＜防ぐ手だて＞ 
・○○○○○ → ○○○○○ 
・○○○○○ → ○○○○○ 
・○○○○○ → ○○○○○ 

＜危険なこと＞  ＜防ぐ手だて＞ ＜確かめ＞ 
・○○○○○ → ○○○○○ → ○ 
・○○○○○ → ○○○○○ → × 
・○○○○○ → ○○○○○ → ○＋「○○」 

テーマによっては，できた理由やできなかった
原因を考えさせる展開もある。 
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も展開できる。また、ねらいを「協調性」といったことにもできる。 

（２）正常性バイアスを克服し的確に判断・行動する力を身につけるオリエンテーリング 

①ねらい 

災害時における人間の心理状態（正常性

バイアス）を実感し、これを克服する力を

身につける。 

災害時に働く人間の心理的特性を理解し

ておくことは、災害要因が起こったときに、

冷静に的確な判断を行うことにつながる。 

正常性バイアスとは、危険なことに遭遇

したとき、そのリスクを危険ではないとと

らえてしまう心理傾向である。東日本大震

災でも、津波警報が発令され避難を促しても行動に移せなかった事例が報告されている。 

また、周囲が行動しないと自分も行動を起こさないといった心理的傾向である「同調性

バイアス」、集団内の合意を得ようと意識するあまり、意思決定が非合理的な方向に歪めら

れてしまう「グループシンク」、危険や異常が状況の中にまぎれ込んで気づけない「同化性

バイアス」（いきなり高い波が来たら避難するが、最初の波が低く徐々に高まっていくとき

は行動に移さないといったこと）が強く働き、「正常性バイアス」につながる。 

②展開例  

過程 指導者の指導（発問） 子どもの活動 

問題の 

提示 

 

 

 

 

予想 

・「制限時間内で、どのポストを回るか、

グループで計画を立ててください。」 

・グループで計画を立てる。 

 

・「協力するためには、どんなことに気

をつけるか、グループで話し合ってく

ださい。」 

・グループで話し合う。 

検証 

（体験） 

・「出た意見を意識して活動しましょ

う。」 

・オリエンテーリングを行う。 

確かめ 

・「グループで気をつけることができた

かを話し合ってください。」 

・グループで話し合う。 

・「自分の考えを、他の人と違うから言

えなかったということはなかったか

話し合ってください。」 

・「初めは危険や変だなと感じたことが、

段々と慣れてきて、危険や変だと感じ

なくなってきたことはなかったか話

し合ってください。」 

一般化 
・災害時におこる心理的傾向である、「正

常性バイアス」について、説明する。 

 

図 正常性バイアス

同調性バイアス

周囲が行動しない
と自分も行動を起
こさない心理傾向。

同化性バイアス

危険や異常が状
況の中にまぎれ込
んでしまって気づ
けない心理傾向。

＋

正常性バイアス

危険なことに遭遇
したとき，そのリス
クを「危険ではな
い」ととらえてしま
う心理傾向。

強
く
働
く

『きちんと逃げる』広瀬弘忠著
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（３）災害を乗り越える力を身につける野外炊事と避難所生活体験 

①ねらい 

避難所での生活を疑似体験することにより必要なスキルを身につけ、避難生活に備える

構えを持たせる。 

②展開例－野外炊事 

野外炊事自体が日常では体験できないことなので、体験すること自体に意味がある。更

に、それぞれの施設で実施している野外炊事のやり方に防災教育の視点から次のようなこ

とを取り入れることが考えられる。 

ア．使う水の量を減らすように工夫させる。 

・災害後に水が使えないことを想定し、使う水の量を減らす工夫をさせる。 

・各グループが個々に水道を使うのではなく、必要な量をペットボトルで汲ませ、

何リットル使ったかを量る。 

イ．薪の代わりに落ちている小枝を使わせる。 

・通常準備している薪ではなく、施設内に落ちている落ち葉や小枝を拾ってこさせ

火を熾す。 

ウ．石などでかまどを作る。 

・施設の備え付けのかまどではなく、石やブロック 

（予め用意することが必要）などでかまどを作る。 

 

 

 

 

 

 

②展開例－テントや体育館での就寝（準備） 

ア．施設の常設テントや組み立てテントを使って寝る。 

イ．ブルーシートを使って屋根や仮設トイレを作ってみることもよい。 

ウ．体育館やプレイホール（武道場）のような広い所で、毛布や寝袋を使って寝てみる。 

その際、ダンボールや新聞紙を使って暖かくしたり、間仕切りを作らせてみる。また、間

仕切りの意味を考えさせる（実際に寝ることが無理ならば、準備までを体験する）。 

 

 

 

 

 

 

「社団法人青少年交友協会」が実践している

ブロックを使ったかまどは，手間がかからず簡

単に作ることができ，かつ，熱効率がよい優れ

た方法であり，災害時には役立つであろう。 

「青少年交友協会のホームページ」から 

http://www.din.or.jp/~kouyuu/ 

避難生活に活用できる野外活動プ

ログラムは，国立青少年教育振興機

構のホームページ「体験・遊び」ナ

ビゲーターに掲載されている。 

「体験・遊び」ナビのページから 

http://www.niye.go.jp/navi/ 
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（４）互いに助け合うという気持ちを持たせる地域を単位としたグループ活動 

地震等の災害要因は学校にいるときばかりでなく、当然、家庭（地域）にいるときにも

起こることを想定しなければならない。また、避難場所は地域の公民館や集会所というこ

ともある。 

そこで、通常は学級単位で活動することが多いが、地域（家が近所）ごとのグループを

編成し自然体験活動や生活体験をさせることで、地域を意識させ地域で助け合うという気

持ちを持たせることができる。 

（５）その他（避難訓練） 

場所を変えて避難訓練を行うことで、学校で行う避難訓練によって身につけたスキルを

試行することになり、習得の度合いを確かめたり、状況に応じた対応力・実践力を身につ

けたりすることができる。 

６．モデルプログラム 

「防災教育」を主たるテーマとした場合のモデルプログラムの一例を以下に示す。 

〈1 泊 2 日〉 

 午前 午後 夜間 

１ 

日 

目 

〈移動・入所〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

日 

目 

 

 

 

 

〈退所・移動〉 

 
 
 

〈2泊 3日〉 

 午前 午後 夜間 

１ 

日 

目 

〈移動・入所〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

日 

目 

 

 

 

 

 
 

 

 

３ 

日 

目 

 

〈退所・移動〉  

避難所生活 
疑似体験 

野外炊事 まとめ 

オリエンテーリング 

テントの組み
立てや寝床の準
備など 

危険予測と回
避行動を考える
野外炊事 

学んだこ
との整理 

・1日目の危険予測と回避
行動の試行 
・正常性バイアスの理解 

オリエンテーリング 

野外炊事 避難所生活疑似体験 

まとめ 

講話 

・危険予測と回避行動を
考える OR 
・正常性バイアスの理解 

地域の災害教訓の
語り継ぎなど防災
に関する話 

1 日目の危険予測と回避
行動の試行 

テントの組み立てや寝床の
準備など 

学んだことの
整理 
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自然体験活動と結び付けた効果的な防災教育とは 

 

藤岡 達也 

１．自然体験活動での防災教育を通して求められる力の育成 

近年、 OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development；経済協力開発機

構）生徒の学習到達度調査(PISA)に見られるように、国、地域を越えた広範で総合的な技

能、例えば、コミュニケーション能力、対人関係能力、順応性、柔軟性、問題解決能力、

情報通信技術の活用能力、などの育成が求められている（国立教育政策研究所、2007）。こ

れらは、ESD（Education for Sustainable Development；持続発展教育）で重要視されて

いる能力とも関連する。ESD の観点として、人格の発達や、自律心、判断力、責任感など

の人間性を育むという観点、個々人が他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関

係性の中で生きており、「関わり」、「つながり」を尊重できる個人を育むという２つの観点

が必要とされている（例えば「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」関係省庁連絡会

議、2006）。また、 ESD で育みたい力に「体系的な思考力（問題や現象の背景の理解、多

面的・総合的なものの見方）」、「持続可能な発展に関する価値観（人間の尊重、多様性の尊

重、非排他性、機会均等、環境の尊重等）を見出す力」、「代替案の思考力（批判力）」、「情

報収集・分析能力」、「コミュニケーション能力」等が挙げられている。 

以上のような力を育成するための具体的な方法として、体験活動に大きな意味があるの

は述べるまでもない。ただ、体験活動の重要性はこれまでも繰り返して述べられてきたに

もかかわらず、現在もその具体的な方法や展開等については模索中と言える。しかし、今

回の東日本大震災後、改めて生きる力の育成が体験活動と連動することが明確となった。

つまり、自然体験活動等を通じて、日本各地の自然環境や社会状況に応じた防災、減災に

ついての自助、共助、公助の基礎となる資質・能力を育てることが可能になる。さらに、

これらを踏まえた野外活動について、我が国から経験に基づいた発信すべき教育内容や方

法も考えられる。 

しかし、自然をフィールドとし、防災教育も踏まえた体験活動を展開するにあたって学

校教育だけの展開では限界がある。まず、自然についての知識、スキルの習得の課題であ

る。自然災害を理解するためには自然現象についての知識が基本となり、災害に結び付く

自然現象のメカニズムについては、従来から理科教育を中心に取り扱われてきた。特に、

野外観察を含む地学領域の学習は地域だけでなく、地球規模の環境理解の基礎となること

が期待できる。しかし、地学を学ぶ機会は、高等学校段階では、履修率、センター試験の

受験率など他の科目と比較してみると極端に少なく、この状況から義務教育段階に期待さ

れることもある。自分と自然との関わりを意識することができる地学教育の展開は全国画

一的な学習指導要領に基づいた教育活動では無理が生じるのもやむを得ないとも言える。 

－自然の二面性を理解する地域の特質を持ったフィールド活動を例に－ 
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次に日常から災害対策への意識を高め、災害時や災害後の自分の対応を適切に判断し、

他地域の災害でも、どのような支援が可能かを意思決定したり、行動に移したりする姿勢

を育成することが必要である。これらは学校外の人材による支援や指導、社会教育施設等

での経験も不可欠である。自助、共助、公助などを取り上げ、これらの教育や啓発を進め

て行くことは、「生きる力」の育成を目指すこれからの教育と体験活動との連動した重要な

課題であるため、本稿で具体的に考察する。 

２．多様な自然景観をもつ日本列島で自然の二面性を学ぶ 

大規模な自然災害が発生すると、防災を意識して、自然現象を災害という側面を中心に

考えがちになる。しかし、自然は、資源などの物質的な恩恵から、景観や温泉・観光など

の精神的な恩恵まで人間に与えている。つまり、人間にとって自然は二面性を有し、そも

そも、自然は人間にとって都合よくできているわけではない。青少年がこのことに気付き、

自然との関わりを考えるためには、様々な機会に自然のもつ二面性を理解する必要がある。

自然体験活動で個人的に素晴らしさと恐さを知ることから、自然環境と人間活動との螺旋

的な関係までを意識し、自然に密着した体験活動（キャリア教育につながることも期待で

きる）に取り組むことによって、自然への愛着や保全への意識が育つことが期待できる。

さらに、地域独自の自然の特殊性から、国内各地への一般性や地球規模の問題としてまで

視野を広めることができる。 

日本列島は、その面積にもかかわらず、気候、気象、地形、地質等多様な条件を反映し

た景観をもっている。しかし、一方で豊かな自然は、地震、火山噴火、豪雪・豪雨、斜面

崩壊などの災害とも関連し、人間生活に大きな影響を与えてきた。また、日本列島のよう

に各地域において自然条件が異なると、その理解には様々な内容や方法をともなう。例え

ば、大規模な地震の発生が予想される地域、火山活動が頻繁な地域、毎年台風等の経路に

遭遇しやすい地域など、それぞれの特徴に応じた防災や減災の教育内容や教材が必要にな

る。大規模な地震があった場合でも、山麓や丘陵地では斜面崩壊が生じる可能性が高くな

る。土石流のきっかけとなるのも豪雨だけではない。また、雪の多い地域では春先は雪崩

地すべりを起こしやすい。これらを科学的、総合的に理解するには、多面的な自然との関

わりを体験する機会を設定する必要がある。 

次にそれらの具体的な展開について触れたい。 

３．防災教育にも関連した自然体験活動 

（１）青少年自然の家を活用した取り組み 

全国的には、国立青少年教育振興機構及び公立の自然体験施設が多数存在しており、そ

れらは、各地域の自然景観の象徴の地に立地していると言っても過言ではない。自然をフ

ィールドに園児・児童から青少年までを対象とした幅広いアクティビティやプログラムが

整備されており、これまでにも多くの活用がされてきている。先述したように災害も含め

た自然の二面性を理解し、自然との共存を考えることは、環境教育や防災教育において重
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要な視点である。そこで、学習者の発達年齢に応じ

て、これらを踏まえて、教材やプログラムを開発し、

学校の教育課程での位置付けも踏まえながら、地域

や関係者と連動していくかが課題である。その一例

として、独立法人国立妙高青少年自然の家での展開

例に触れる。 

新潟県妙高市は妙高火山（標高 2454m）や新潟焼

山（標高 2400m）の噴火による火山災害、新潟焼山

に発し日本海に注ぐ一級河川・関川等の破堤、溢水

による水害、全国有数の豪雪地帯による災害、地すべり・崖崩れなどによる地盤災害等、

あらゆる自然災害が生じた地域である。一方で、妙高山とその周辺は上信越高原国立公園

（新潟県、長野県、群馬県の３県にまたがり、国立公園の面積としては日本で２番目の広

さがある）に指定され、四季折々の景観を呈してい

る（写真１）。登山・ハイキング、スキーなど季節ご

との目的に応じたレジャーに加え、妙高周辺には数

カ所の温泉が湧出している（写真２）。 

妙高青少年自然の家では、妙高市内の小学 6 年生

全児童を対象とした長期宿泊体験事業の中で妙高火

山学習を行っている。妙高火山学習は、「教育課程に

基づき、地域素材を活用した教科にかかわる学習」

として、学習

指導要領理科の教育課程とも関連した学習プログラ

ムである。ここでは地域素材を活用した学習を通し、

地域を理解し、郷土愛の育成をねらいとしている。

また、火山学習を単なる理科学習として取り組むだ

けではなく、環境教育や ESD の視点を取り入れて、

火山との共生を考えることもねらいの一つとしてい

る。 

この学習

プログラムでは、まず、プレゼンテーションで約 2、

300万年前から現在までの妙高火山の形成過程を示

す。次にフィールドワークにより、妙高火山の基盤

岩である燕川原の砂岩礫岩互層
さがんれきがんごそう

、関川岩屑流
がんせつりゅう

堆積物、

火山岩からなる惣滝と呼ばれる滝の景観（写真 3）、

露頭
ろ と う

としての燕
つばめ

溶岩
ようがん

を観察する（写真 4）。事前学

習時に見た妙高火山の成り立ちを踏まえ、実際の火

写真 1 妙高山 

写真 2 妙高の露天温泉 

写真 3 惣滝（そうたき） 

写真 4 燕温泉の露頭を観察する児童 
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山噴出物や堆積物を理解する。また、「隆起」や

「褶 曲
しゅうきょく

」についても、その地形を前にして説明

を受ける（写真 5）。室内での「噴火実験」（写真

6）を経て、最後に、妙高火山による人間への恩

恵についてのプレゼンテーションを視聴する。 

この一連の学習プログラムによって、自分達の

見慣れた市の周辺の様子は、妙高火山の活動に関

連していたということを、この機会にほとんどの

児童が知ることとなる。 

身近な地域をフィールドにした体験活動を取り入れながら、学校外の専門家から学ぶと

いうことは、子どもの自然への興味・関心を高め、教育効果を上げる点からも意義ある取

り組みである。また、火山による恵みについて学習

することにより、「火山と共生している自分」に気付

き、「現在わたしたちが享受している火山の恵みを将

来にわたって享受するためにはどうしたらよいか」、

「今後も妙高火山と共生していくには何をしたらよ

いか」を考える機会となる。これは、「人と自然の共

生」という視点を取り入れることになり、我が国に

おける ESD において取り組むべき課題のうちの「環

境の保全と回復」や「天然資源の保全」にあたる。

そのため、地域の妙高火山についての学習は単なる理科学習としてだけでなく、環境教育

ともかかわらせて展開することが可能である。 

また、上記の妙高青少年自然の家のフィールドで森の中で小屋づくり体験を教育活動に

取り入れている中学校もある。ここでは、生徒が電気のない生活を過ごす。さらに、自然

の家の周辺でソロビバークを中学校の学校教育で取り入れている場合もある。このような

活動は、災害時、電気を使わない生活へのトレーニングという観点だけでなく、自然に対

する個としての自分を感じたり、様々なつながり、かかわりを実感したりするという観点

からも意味がある。 

 

（２）世界ジオパーク登録地を例にした取り組み 

近年、地域活性化を担う観光開発として、世界ジオパーク登録やその活用に向け、様々

な取り組みが見られる。ジオパークを自然災害や防災、減災の素材として取り扱うことも

意義がある。これは学校教育だけでなく、地域や訪問者への災害啓発に貢献することが期

待される。産業としての観光に注目されることもあり、自然景観や自然災害をこのような

生涯学習の教材として捉えることも重要になる（藤岡、2008）。その例として世界ジオパー

ク登録地域における体験活動の意義を紹介する。 

写真 5 理科の専門用語の説明を受ける児童 

写真 6 妙高火山噴火モデル実験 
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日本で初めて世界ジオパークに登録された糸魚川地域（糸魚川－静岡構造線西側）の特

色として、日本列島の比較的古い地質が観察できる場所の一つである。日本列島の土台は、

赤道周辺の地域で形成された岩石などがもとになり、付加帯などプレートテクトニクスの

考え方も現地で確認できる場所である。また、新第三紀中新世に日本海が誕生し、拡大し

ていくことが日本列島の成立とも関わっていくが、当時の海底火山の噴出物や広がりつつ

ある海中に堆積した堆積岩も観察することができる。同時にこれらの地層が石油の埋蔵や

温泉などの形成とも関係するなど、景観以外にも人間にとって様々な恩恵を自然が与えて

いる。また、糸魚川－静岡構造線より東側においては、新潟県に広く分布する新第三紀以

降の砂岩・泥岩層が存在する。これらは、地すべりを起こしやすい地質であり、地震時や

豪雨時などには斜面崩壊を生じ、大きな被害を与える。 

これらの特徴を利用して、国内での地質学、地理

学の巡検地としても著名であるが、スーパーサイエ

ンスハイスクールにも活用されるなど高校生でも地

史を体感できるフィールドとなっている。特に糸魚

川市はフォッサマグナパークを、フィールドミュー

ジアムとして整備を進めた（写真７）。また、糸魚川

市では小・中・高等学校を一貫した「ジオ学」が提

唱され、市内の学校で様々な展開が見られる。 

一例としてその小学校において、総合的な学習の

時間と各教科とを連動した学習プログラムが開発さ

れ実施されたので、これを紹介する。まず、学習プログラムのテーマは「受け取ろう！伝

えよう！大地からのメッセージ！！」とされた。このねらいは、ジオパークに認定された

壮大な地域の大地に畏敬の念をもって親しむ活動を通して、そのよさを生かしながら、地

域のよりよい未来を考え、仲間や地域の人たちと協同して活動に取り組むことのできる力

を育てることである。体験活動の具体的な内容については省略するが、各教科以外の体験

活動の基礎となる知識やスキルの習得が期待できるものとして、道徳「自然への畏敬」、「自

然愛護」、「学校行事」（遠足・修学旅行・文化祭）、「PTC 活動」（親子登山）、「地域活動」

（つちのこ探検隊・奴
ぬ

奈川
な が わ

祭り）が挙げられる。 

地域参画としてのジオパーク活動には、まず博物館学芸員に同行してもらい、ジオパー

クのガイダンスを受けながら探究活動を進める。次に、地域の人々とのつながりを重視し

た創意・発信活動を行った。訪問場所の一つに奴奈川姫（先史時代に越の国を治めていた

とされる）が生まれた場所とされる凹みをもつ巨岩がある。この巨岩は校区にあり、学校

周辺にはこの保存会の人も多い。巨岩には、参拝すると子宝に恵まれるといういわれがあ

り、巨岩周辺一帯にはカラムシが茂っている。カラムシからとれる繊維は越後上布や小千

谷縮などの高級織物の材料にされる。これを結び付けて児童は大地の力を吸って育った植

物に宿る力を思い描き、地域を宣伝する製品を作成することにした。保存会の人達の協力

写真 7 フォッサマグナパーク（糸魚川─
静岡構造線周辺） 
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も得て、児童は、カラムシ繊維による製品や地域紹介の冊子も自分達のジオパーク探検の

経験を生かして作成した。製品と冊子は修学旅行で東京に持参したり、各方面に紹介した

りした。 

児童の発達段階によっては、まず、自然体験によって、自然への畏敬の念を育てるとこ

ろから始めてもよい。また、児童は大人や地域から支援・指導を受けたり、保護されてい

ることを知るだけでなく、自分は地域や周囲のために何ができるかを考え、行動する姿勢

も育てる必要がある。上のプログラムの活動のように、地域の自然に触れ自然を体感する

活動、自然と自分たちの生活とをつなげ創意・発信していく活動、地域の大人と協同して

地域を活性化していく活動などを、児童の思考の流れを理解し、情意を高めながら学びを

深めさせることも重要である。それにより体験的に ESD のねらう自然と人とのつながり、

人と人とのつながりについて理解することができる。このように ESD のねらいを実現して

いく体験活動には、学校外のフィールドや施設、人材をどのようにコーディネートし、パ

ートナーシップを構築するかという教師の資質・能力の向上も重要である。        

４．地域連携、パートナーシップの活用 

自然災害に関する防災、減災教育が、今日、教育界で求められている学習者の資質能力

を向上させる機会となること、様々な教育課題に向けての取り組みの一つの方法となるこ

とを考えてみた。また、防災教育とも関連した自然体験活動は、最初に述べた ESD で育み

たい力や OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)に示された技能を育成し、体験学習、問題解

決型の学習のように現代に求められる教育活動につながることが期待できる。特に、地域

の自然災害への取り組みは、地域を主題とした環境教育となる（藤岡、2006）。逆の観点か

ら見ると、自然災害に関する防災・減災教育は「生きる力の育成」のねらいに沿った活動

そのものであると言える。 

東日本大震災以降、防災や減災が喫緊の課題となった今日、自然への恩恵や畏敬を再認

識するとともに、自然と人間、科学技術と社会との関係を学び直す時期である。これには、

具体的な活動として、自然体験が重要な意味を持つことを述べるまでもない。 

繰り返して述べるように自然災害に関する防災・減災教育は、OECD 生徒の学習到達度

調査(PISA)で示された科学的リテラシーの育成や ESD で培いたい資質能力など、今日求め

られる教育活動にも大きく関連している。逆に、身近な地域の課題から地球規模の問題と

して取り扱うべき具体的な内容であると言ってもよい。ただ、学校だけで児童生徒の安全

や防災・減災を考え、ESD や総合的な学習の時間のねらいとする人材を育成することは不

可能に近い。そのため、学校と地域、関係機関等との連携は一層重要となる。 
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防災教育の新たな展開 

 

広瀬 敏通 

1. 日本は災害大国 

世界の 400 分の１の陸地面積の国土に、世界で発生しているＭ6 以上の大地震のおおよそ

4 分の 1 近くが日本の国土に集中している。さらに活火山は世界の約 1500 火山のうち、108

活火山が日本にある。これに加えて毎年の台風襲来、集中豪雨などでの土砂災害、水害が

日常化している国は世界でもきわめて珍しい存在だ。日本は小さな国土だが海岸線の長さ

ではアメリカ、オーストラリアを凌いで世界第６位。それは長大な沿岸地域のどこでも津

波災害は身近な脅威だったことを現す。災害ではわが国は比類なき大国と言えるだろう。 

平均的な日本人が一生に一度以上、何らかの大きな災害の当事者になるのがこの国だ。 

2. 災害は自然現象 

そんな国に暮らす人々は何故、災害だらけの土地を離れなかったのだろう。今回の東日

本大震災の被災地で身内を亡くした被災者の口から『津波は恐ろしいが、憎む気にはなれ

ない。自然現象だからね』１)という意外な言葉を幾人もの口から聞いた。津波を一世代のう

ちで 2 回も体験する地域だ。だが、津波が数十年に一度襲うこの海岸沿いの土地は同時に、

津波がもたらした肥沃な土地でもある。リアスの沿岸は津波後に漁獲高が飛躍的に上がる

ともいう。今回も被災後数ヵ月後にプランクトン数が驚くほどに高まり、牡蠣の稚貝やワ

カメの生育が被災前とは格段の違いが見られた。魚類も沿岸に多く姿を見せている。被災

した漁師たちはこの海の恵みに感謝してさえいるし、この姿は昭和 35 年(1960)や明治 29

年（1896）の津波被災時の漁師も同じだった。現に沿岸部の集落では｢牡蠣御殿｣「ホタテ

御殿」「サンマ御殿」｢ワカメ御殿｣と呼ばれた瀟洒な奥州瓦の立派な家々が並び、それらの

多くが今回被災していた。 

さらに津波以外の災害を見てみよう。「土砂崩れ」は川を堰き止め、湖を作り出し、「火

山の噴火」は温泉や地熱を産み出し、豊富な湧水が湧き、降灰がなだらかな暮らしやすい

大地と森、ミネラルたっぷりの土壌を形成する。日本の自然とその景観は災害の賜物と言

っていい。被災当初の 10 数年こそは、破壊と荒涼の不毛の地ではあっても、いつしか、自

然は自らの秩序を取り戻し、そこで生き続ける人々に他所では得られない恵みをもたらし

てくれる。日本人のＤＮＡには災害の悲惨に負けない楽天的で前向きな自然観がある。 

とはいえ、今から 1,100 年前に日本列島が蒙った災害は桁外れだった。 

901 年菅原道真らが編纂した｢日本三代実録｣によると、貞観年代の 863 年に越中、越後

地震があり、翌 864 年に「富士山」貞観大噴火による大量の溶岩流で青木ヶ原樹海や西湖、

本栖湖などが形成された。時の大和朝廷は富士の国に浅間神社を建てて寄進したが、自然

－防災教育から災害教育へ－ 
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の猛威は治まらず、867 年には阿蘇山、浅間山が噴火、868 年播磨で大地震、869 年貞観三

陸大地震が発生して巨大津波が今回の東日本大震災とほぼ同様のエリア全域を襲った。871

年鳥海山噴火、876 年開聞岳噴火、878 年関東地域(相模・武蔵)で大地震、887 年仁和大地

震（東海・東南海・南海連動地震）、890 年京都地震と実に 27 年間に立て続けに災害が発生

し、これに飢饉も加わって騒然とした世情となった。この時の地震と津波が今回の東日本

大震災に冠せられた｢1000 年ぶりの大災害｣と呼ばれるもととなった大災害だ。つまり、今

回発生した東日本大震災の M９というのは、一連の災害の始まりだと言われる所以である

２）。 

3. 防災と減災 

災害への供えとしての組織的な防火訓練や避難訓練は少なくとも江戸時代から繰り返し

行われてきた。現代では耐震工事やライフラインの確保、自主防災の取り組みから災害ボ

ランティアコーディネーターの養成まで、防災活動は行政や自治会、企業などで多岐に亘

り、取り組まれている。 

防災とは災害が起きないようにする総合的な取り組みであり、減災は発生し得る災害被

害を最小にするための取り組みとされ、とくに被災時の弱点となる箇所へ対策を集中化す

ることで被害の総和を減らすとされている。それぞれに今後とも日本社会ではきわめて重

要な社会的活動だ。しかし、その二つに共通しているのは、被災前に重点をおいた対策で

あり、あるいは被災後の復旧に防災、減災を盛り込んだ対策がとられることである。 

ものごとには事前、事中、事後の組み合わせがあるが、防災に関して言えば、事中はそ

れどころではないためか、現場の頑張りに委ねる状況だ。 

4. 防災教育と体験型防災教育 

防災活動は、日本の場合、住民意識の啓発や減災行動への参加を目的とした防災教育の

面でも盛んに行われてきた。関東大震災の記念日である 9 月 1 日には全国的な避難訓練も

実施されている。しかし、マンネリ化や行事化によって臨場感、緊迫感の無さが訓練の効

果を損なっているという批判が多く、また、一口に防災教育と言っても範囲も中身も定ま

ったものはないため、自治体、自治会によっては実施しないところも多くあった。そこで

国では、より効果的な方法として、体験学習法を使った防災教育を実施し始めてきた。被

災地では無いが、シュミレーションを多用して効果を高めたこの｢体験型防災教育｣は、と

きには自衛隊の協力も得て、炊き出し、仮設風呂、缶詰の糧食支給などで臨場感を高め、

参加者一人ひとりの意識変容をねらった研修で、一定の成果を挙げている３）。しかし、無理

もないが、どうしても｢ゲーム的｣な感覚が残り、災害時の切羽詰った実感には届かない。

それと後に述べるように、リアリティとは別の話しだが、被災地のみが持つ悲惨さ、無念

さは到底、体験しようがない。 
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防災教育～災害教育の3ステップ

• 防災教育：行政、自治体、各団体単位で取り組む
災害予防活動とそのための教育

• 体験型防災教育：防災教育が主にシュミレーション学習で
あることに対して、より効果を高めるため

の体験学習法を使った考え方

• 災害教育：災害現場の学ぶ力を最大限活かした人格的成長
を伴う教育法

防災教育

体験型の防災教育

災害教育

   

災害教育とは

被災地の現場 で の『体 験 的 な学 び』

被 災 地 、 被 災 者 と の 出 会 い は 平 時 の 体 験 と は
ま っ た く 異 な る イ ン パ ク ト で 体 験 者 を 変 え て い く

 

5. 阪神淡路大震災で話題になったこと 

防災教育や体験型の防災教育の大きな弱点は、現場を持たないことにある。言うまでも

なく、現場はテーマを問わず、強い学びを生み出す場となるし、気付きの場となることは

よく知られている。『現場で覚えろ！』とは可視化しにくい技や知恵を学ぶ際によく言われ

てきた言葉だ。現場に立てば一目瞭然だったりもする。 

防災教育は現場を持たないために、たとえシミュレーションに優れた構成を持とうと、

その学びは机上の研修の域を出ず、基本的には形式知４）化されたものになるという問題を

抱えてきた。しかし、現場は多くの場合、「暗黙知」５）の領域でもある。 

阪神大震災で活動したボランティアの若者たちが被災地から戻ってくると、ひとまわり

人間的に成長しているというケースが多く見られ、当時のボランティアセンターの責任者

たちや派遣元となった自然学校関係者の間で話題になった。確かに現場は教育効果がある

が、それとは異なる力が被災地に働いているようだった。端的に言えば、没我的に働く者

もいるし、燃え尽きてしまったように見える者もいる。総じて利他的であり、真摯に救援、

支援活動に打ち込んでいる。帰ってきてからも、明らかに以前とは違う｢真面目さ｣が見ら

れる。これを当時、神戸市東灘区東灘小学校でボランティアセンターを開設して運営して

いた筆者が「災害教育」と名づけた。この災害教育が見られたのは、阪神淡路大震災だけ

でなく、その後の中越地震や能登地震など、災害被災地で繰り返し同様の効果が多く見ら

れ、2008 年 5 月 12 日に起きた中国の四川汶川地震で活動していたボランティア団体でも

話題になった。６） 

6. 災害時のユートピア 

災害教育とは、被災地の現場が持つ教育力、学ぶ力に着目した考え方で、その特徴は強

い利他的な行為や貢献の感情が生まれることである。これは時として『災害時のユートピ

ア』７）と呼ばれ、タイタニック号の遭難や米国 9.11 テロの現場でも報告されている。８) 災

害学の父と呼ばれるチャールズ・フリッツは災害時のコミュニティで見られる状況につい

て『危険や喪失、欠乏を広く共有することで、生き抜いた者たちの間に親密な第一次的グ

ル―プへの連帯感が生まれ、それが社会的孤立を乗り越えさせ、親しいコミュニケーション

や表現への経路を提供し、物理的また心理的な援助と安心感の大きな源となる』と書いた。 
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阪神淡路大震災でも、筆者の見聞で｢災害時のユートピア｣が発生していた様子を報告し

ておきたい。まだ混乱のるつぼだった２日後に現地に入った筆者が、芦屋の小学校や西宮

の体育館など、騒然と言ってもいい状況下で、何か清清しい雰囲気ときわめて前向きな言

動を現場のリーダーから受けたが、この人たちは発災から一睡もしていないなか、『ここを

支援してくれるのは有難いですが、この先にもっと大変なところがあります。そこを助け

てください』と口を揃えた。そして他の人たちもあの混乱下でテキパキと働いていたこと

は印象的だった。この災害時に見られる強い利他的行為の共有は、あいにく長続きせず、

ひとときのエピソードで終わる。個々人では利他的行為や貢献感情は被災地の現場で繰り

返し起きるのだが、一定の空間で共有されたそれは何故、長続きしないのか。おそらく、

災害現場がせつな的な時間や人間状況であることや、マンパワーのみでコトを処理する時

期は災害直後であることによるのだろう。 

さらに言えば、こうした現象を教育的な、あるいは組織論的な位置づけをするものがな

く、｢事中｣の混乱で通り過ぎてしまってきたからだろうか。 

7. 災害教育とは 

一般社団法人 RQ 災害教育センターは災害教育を『被災地で被災者、ボランティア、訪問

者らが、被災地や被災者の窮状に接して抱く共感や利他的な行為、貢献の感情を、人格的

成長の資源として捉え、教育体系に位置づけるための取り組み』と定義し、災害ボランテ

ィア活動をはじめ、被災地との関わりを通して得られるヒューマンで災害に強い社会形成

に不可欠なものと位置づけた９）。 

災害教育として見られる学びの仕組みを偶然の所産にせず、必然化、普遍化することは、

災害大国での減災や防災への取り組みにおおいに役立つと考えられる。この効果は、災害

ボランティアや被災者本人が被災地での活動を通して社会的な貢献に積極的に取り組む人

格的な成長が生まれるだけではない。被災地（応援）ツアーや青少年の修学旅行、教育旅

行への参加など、災害被災地や被災者に直接触れる体験をもつことで、そこから得られる

強烈なインパクトを伴った「私も何かしなければ」「私でも役に立てる」という貢献の意識

の醸成がその人の社会参加をポジティブに変えていくと期待される。 

8. 現場に立つ 

絶望感にも襲われるほどの現場の壮絶さは災害の特徴である。しかし、災害現場のもう

一つの特徴は、つい先日まで平和な日常がそこに在ったという落差への気付きであり、そ

の日常を奪われた普通の人々がなおも、『被災者』としてそこに居ることである。 

戦場や地獄でもない、ごく当たり前の町や村だったことは、ボランティアや訪問者であ

る自分の生活や人生に照らし合わせやすく、それだけに強烈な衝撃と共感、そして貢献の

衝動を生み出す。現場を見る、現場に立つ、現場で考える、被災者の方から、ボランティ

アから話を聞くことで、通常では得られない大きな学びが生まれる。さらに、ボランティ

アなどでの活動は、臨機応変・即断即決・適材適所・柔軟さ・多様な立場や声の受容・ニ
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ーズ受信力・自己判断力・調整力・企画力・行動力・交渉力・行政や複数の住民集団、他

団体とのコミュニケーション能力など、日常生活ではあまり触れることのない状況や判断

を求められる場面に直面する。その結果、被災地の現場に身を置くこと自体が自分の対社

会や対人的にも人間的な幅が生まれてくることを実感する。 

東日本大震災から 1 ヶ月ほど経った気仙沼最北の湊集落では、家々のあった場所が全て

流され、辛うじて生き残ったお年寄りを中心とした被災者 70 人が高台の｢月山神社｣講堂に

避難生活を送っていた。若者の姿のないこの避難所に RQ から派遣された宮城教育大生 2

名が 1 週間の共同生活しつつ水汲みや炊事、物資調達などのお手伝いをして RQ の本部に

戻り、他のボランティアに引き継ぐときの言葉を紹介する。 

 

『前略 

 ぼくが言えること。教訓としてここに残せるかもしれないことは、すべての避

難所にはすべての人には、これは避難所のおばちゃんの言葉ですが、「ドラマがある」

ということです。すべての人の一つ一つの心に僕ら被災していない人間が計ること

のできない悲劇が、深すぎる悲しみがあるということです。ただただあの人たちを

思ってあげてください。 

あの人たちがしてほしいと思うことも一生懸命考えて行動してください。目を放

さないでください。愛してあげてください。そして力になってあげてください。彼

らの心を一番大事にして、そして全身全霊で役にたってください。お願いします。』 

 

強烈な利他や貢献の衝動はその人を突き動かし、成長させる。この学生はその後、大学

でボランティアセンターを立ちあげて支援活動を続けた。 

災害教育はボランティア活動に参加するだけしか得られないのではない。 

以下のような取り組みも充分可能である。 

①災害ボランティアに参加する⇒『救援で行った自分がもっとも育てられました。』 

②被災地スタディツアーに参加する⇒被災地を知る、忘れない、経済的支援。 

③修学旅行や課外授業で来る⇒被災者やボランティアの話と案内で初めて見えてくる。 

④被災地・被災者と親しくなる⇒具体的な二人称で捉えると他人事から自分事になる。 

9. 自然体験活動と災害教育 

現場で学ぶ仕組みは環境教育の世界では『自然体験活動』としてよく知られてきた。 

自然体験活動は文字や映像、語り部などによって展開される場合もあるが、多くは現場

の暗黙知的な体験活動によって効果を得る。感性が柔らかい子ども世代で良質の自然体験

活動に触れることはその子どもの人生を豊かにさせてくれるとも言われてきた。『センス・

オブ・ワンダー』でレイチェル・カーソンは『「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要

ではないと固く信じています。子どもたちがであう事実の一つ一つが、やがて知識や知恵
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を生みだす種子だとしたら、さまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子を育む肥沃な

土壌です。幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。』と述べている。 

自然体験活動を専門的におこなう事業団体として自然学校も生まれ、2011 年 1 月現在、

国内に 3,700 校の自然学校があることがわかった 10）。この自然学校は同時に、阪神淡路大

震災時では延べで 300 人近くが現場で救援活動に従事し、中越地震でも各所のボランティ

アセンターで活動した。今回の東日本大震災では RQ 市民災害救援センターを構成する中核

的な組織でもあった。そして、この自然学校こそが筆者は災害教育を動かしうる組織的主

体となると考えている。 

10. 被災地型自然学校 

東北各地で活動したボランティアたちが、緊急支援期を終えて中長期の復興支援に応え

るためにボランティア団体から地域団体化しつつある。地元住民や被災者との協働による

組織へと移行しており、これを筆者は『被災地型自然学校』と呼んでいる。被災地型自然

学校は復興支援活動を行うだけでなく、多様なボランティアや被災地支援ツアーなどを受

け入れつつ、教育的な視点をもって活動を展開することができる。それは、災害教育を受

け手側で支える役割りを負うだろう。そのために RQ 市民災害救援センターの母体となった

NPO 法人日本エコツーリズムセンターでは 2011 年 12 月から 2012 年 3 月まで四回の研修

を開催して来た。ボランティアや地元住民の方々は自然体験活動も自然学校も知らないが、

自分達がやってきたこと、これからやろうとしていることが災害教育であることは、よく

理解していた。そして災害教育を普及することが災害大国である日本社会でとても重要な

意味を持つことについても理解していた。 

被災地に訪れる人々に対して、被災地の現場を景色ではなく、生活の場であったことを

しっかりと伝えていくことが重要だ。そこで暮らしていた人々の声を直接、聞ける機会を

持つことで、訪問者の心には確実な変化が訪れる。これを定着させるために具体的な行為

を現場で提案することも大事である。 

11. 防災教育から災害教育へ 

全国で行われている防災教育は体験型にシフトするなど、工夫や技術革新を重ねながら、

より効果的に防災を学ぶ場へと努力されてきたが、災害時に被害を最小にするこれらの防

災・減災教育は、それとは異なるベクトルである災害教育を従来の防災教育に組み込むこ

とによって、被災地支援と地域防災の双方がつながる可能性を生み出す。被災地に関わっ

た個々人が得る強い利他や貢献の行動と感情を地域に還元出来れば、地域防災の取り組み

が質的に向上するだろう。現実の災害とは切り離されて行事化することが多かった防災教

育や防災活動が、具体的な被災地に的を絞って、そこと我が地域を重ねてイメージするこ

とで、救命や避難の仕組み、他地域を支援する行動から地域防災の課題も見えてくるだろ

う。災害教育は単に現場での防災教育（被害の最小化を学ぶ）ではない。災害に関わる個

人の内的な成長をもたらすものだ。防災教育から災害教育へと歩を進めることで得られる
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効果はこれからの日本に欠かせないものとなっていくだろう。 

12. 災害から得られるもの 

絶望や悲惨、怒りといったネガティブな要素とつなげて語られやすい災害だが、実際に

は『絆』をはじめ、『仲間』『心の友』といった言葉がおびただしく生まれる場でもある。

こうしたポジティブなキーワードは、災害から立ち直る意欲や希望をもたらし、被災者と

被災地の復興に大きな力となる。災害ボランティアにもっとも求められるのは『笑顔と挨

拶』だと言い続けた RQ 市民災害救援センターの「合い言葉」はまさにそれを表現している。

多くの被災者から『被災後はじめて笑えた』『ボランティアさんの笑顔が生きる望みをもた

らしてくれた』と声も寄せられた。災害大国に住む者として、災害に対する前向きな見方、

考え方を持ち続けることは必須であり、いつの日か、再び悲惨な災害に襲われたときに力

強く立ち上がるための最初の武器でもある。  

 

 

注 

１）｢森は海の恋人｣畠山信氏、南三陸町歌津伊里前契約会会長千葉正海氏。 

２）2011 年 9 月 26 日 中央防災会議｢時間差連動型巨大地震の提言｣ 

３）2007 年 1 月 5 日～国立三瓶青少年交流の家企画事業 ｢災害対策４Days｣ 

４）形式知＝講義や書物、映像、IT など、自らの体験を伴わない学びであり、合理的

な理解を得ることが出来る。 

５）暗黙知＝形式知に対して、暗黙知の学びは、自らの体験を通した学びなので言葉

で伝えることが出来ないが、表層ではなく深い理解を得、総合的な判断力をもた

らす。 

６）2011 年 12 月 14 日 日中災害救援シンポジウム（国際交流基金） 

７）「災害ユートピアーなぜそのときに特別な共同体が立ち上がるのか」レベッカ・ソ

ルニット著 亜紀書房 

８）同 

９）災害教育／RQ 市民災害救援センターシンポジウム 20111209（RQ 市民災害救援

センター発行） 

10）2010 自然学校全国調査委員会（広瀬敏通 調査統括） 

 

 

 

 

 

 


