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1. プログラム名 

地域関連事業の展開、工学院大学のカリキュラム 

2. プログラム内容 

・工学院大学のカリキュラム 

防災への取組事態は、全学生の必修ではないが、主として建築学部の授業で行われてい

る。授業科目としては１、２年生の基礎科目として、社会貢献学入門と減災学入門（集中）

を行い、その後、３、４年の防災関係の専門授業（減災学、地震工学、地域防災学、危機

管理学など）と、実際に防災訓練に参加することで一連の関連した教育内容となっている。

加えて、TKK（東北福祉大、神戸学院大、工学院大）連携授業で神戸学院大・東北福祉大

の基礎・専門授業も受講可能であり、来年度からは建築学部の３年での実践的な演習授業

でも行われる予定である。 

工学院大学では体験型学習として防災教育をするようなカリキュラムとなっており実践

訓練として１年生は八王子キャンパスで、２年次以降は新宿キャンパスで防災訓練を受け

る。このような防災の授業として本格的に始まったのは TKK 発足後の 2009 年からこのよ

うなカリキュラムとなっている。 

社会貢献学会を発足し、今年は社会貢献活動支援士とういう資格を制定し、学生に防災

に関する発表の場と、資格取得という明確な目標と課題を与えている。 

・地域関連事業の展開 

日ごろから地域の防災活動を自治体と大学が連携して行っている。 

大学の専門性を生かし、町の構造や建築物を考慮して地図をつくり、それを元に場所に

よってそれぞれ起こりうるさまざまな災害を想定し、それに応じた防災活動をコーディネ

ートしている。 
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3. プログラムの特徴 

・工学院大学のカリキュラム 

TKK 関連授業はもっと社会貢献に関する基礎教育を充実させていき、建築に加え地域の

防災やボランティア活動についても考えられるように教育したい。 

実際に動ける人材の育成を目指し、上級救命の資格や防災訓練を通じて地域の防災リー

ダーとして学べるようにしたい。 

・地域関連事業の展開 

ひとつの町に約 3 年をかけて調査し、地図を作成し、避難訓練のプログラムを作成する。 

「発災対応型訓練」という手法をとっている。これは実際に体験すると、問題点が現実

味を持って見えてくることから、より実際の状況に近い訓練を行える。例えば、東京都北

区上十条五丁目という木造密集地で訓練した場合では、同時多発でいろいろな問題が起こ

ると、ポンプを持ってくるが使える人がいなかったり、ホースが届かなかったり、さまざ

まな問題に対応できなくなることを、実体験してもらう。 

特徴はこのプロジェクトのリーダーは地元住民だが、サポーターは全て学生で行われて

いる。会議の進行も学生が行うなど、地域と連携した防災教育にもつながっている。 

4. 手応え、効果 

・工学院大学のカリキュラム 

授業を行い、その後実際に防災訓練を行うことで一連の関連した教育内容となっている

ため、学生は実際自分が勉強していることが、役に立つことを経験できる。 

地域での学生の活動を積極的に支援している。理工系なので自分の研究テーマに関連す

る内容から、地域支援を行っている。ボランティア活動の中では研究テーマと関連して地

域の被災調査などを行ったりする場合もある。 

また TKK の特徴を生かし、他校とディベート大会などを行っている。他校の学生との交

流の中で、自分たちの強みについても考えることができる。 

東日本大震災で被災した際、日赤奉仕団の学生が当日に誘導などを行った。また学生ボ

ランティアや職員がマットひきなどの活動を行った。 

被災地ではさまざまなボランティアを学生が行った。例えば建築の学生が中心に気仙沼

市の避難所に仕切りダンボール作成するという活動を行った。プライベートもでき、暖も

とれることから、とても喜ばれた。さまざまな家具を作ることを求められ、建築科の学生

が臨機応変に対応していたことも、工学系の大学の利点を生かせた支援であった。 

 

・地域関連事業の展開 

防災教育を行った地域では、地域住民が自分たちの町を知り、災害時に自発的に助け合

える体制作りができている。 
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5. 現在抱えている問題と課題 

・地域関連事業の展開 

地域により避難の計画から日ごろの防災計画がまったく違う意識がほとんどない。その

ため行われている避難計画の内容が火災中心の避難計画であり、自分の町がどのよう構造

かが分かっていないまま行なわれている。防災の観点から変える必要性があると考えられ

るのだが、防災訓練内容を変えるには住民の理解が必要であり、それを得るのに時間がか

かる。１年目地図作りを行い、それを元に発災対応型訓練を行い、実際にどのような問題

が起こるかを考える。改善点を考え、繰り返し訓練を行い、１プロジェクト平均 3 年とい

う長期間を必要とする。 

また都心部では帰宅困難者の問題をどうするかが課題である。しかし地域で帰宅困難者

の問題を取り上げると、その受け入れ態勢を作るためには地域住民と事業者双方の協力体

制が必要であることが判るのだが、その体制作りが困難である。 

特に事業者では企業の防災担当者だけでなく、企業そのものに防災教育の内容や必要で

ある旨を理解してもらうようにすること。 

・工学院大学のカリキュラム 

今年で TKK は終了し、この実績を基盤に社会貢献学会を基軸として３大学を中心として

モデル事業を展開していくことが求められる。特に工学院大学に期待される点は、大学だ

けではなく企業を巻き込んだ防災事業の展開を期待されており、地域と連携をとりながら

行うことが求められる。 

6. 今後のプログラムの展開について 

・地域関連事業の展開 

非常時のライフラインの確保など、単一の会社では対応できないので地域としてのまと

まりが必要となってくる。防災は一部であり、地域と事業者が非常時にまとまれる体制を

作ること。また西新宿地域は非常時に防災リーダーになる事業者や地域防災組織が決まっ

ていないので、リーダーの育成も行い、それを工学院大学がサポートできる体制を整えた

い。 

・工学院大学のカリキュラム 

カリキュラムの充実と、TKK などを生かした授業内容の展開をどのように行っていくか。

また地域と連携した授業内容にしていくなど。 

 

7. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

・地域で防災教育活動や、被災者支援を行う場合、その地域にコーディネートしてくれ

る人の存在が必要。とりわけ今回の東日本大震災では事前に地元住民とコーディネート

してくれる人と打ち合わせすることで、被災地到着後ですぐに支援できる体制を作るこ

とができた。東北福祉大などとの連携があったからこそ、今回被災地での支援を積極的
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に行えた。 

・自分の家、地域、街を知る、理解すること。自分の町や地域への防災に関する信頼が

あれば、帰宅困難者が自分の家に急いで帰る状況は起こらない。自分の居住地域を理解

できるプログラムや企画を地域で展開していくことが必要。 

・知識はどうしても足りないので、必要に応じて専門知識も学ぶ必要がある。自分の町

で何が一番危険なのかをあらかじめ知っておく。その上で普段の防災訓練が本当に役に

立つのか、その場所での被災リスクは何なのか考える必要がある。例えば今までは東京

は火事を主に災害として想定していたが、今後液状化や津波も視野に入れた防災訓練の

実施や避難所の開設が必要とされる。 

・地域の防災訓練を見直す。地域に防災組織はあるのだが、そこで例年同じ避難訓練が

行われ、マンネリ化や高齢化や参加者の減少などの問題生じている。 

  地域の防災訓練は、はじめに自分の町がどうなっているのかを知り、それを元に実用

的な防災訓練を構築する必要がある。 

8. その他 

防災訓練は大学と地域が連携して行っており、消防庁や区・市・都庁の職員も参加して

いる。しかし実際には消防や警察は大規模震災の場合は、「来られない」、また都庁や新宿

区などの行政機関も実際の被災時には、「参集できない」など機能が麻痺することが予想さ

れるため、それらを想定して訓練を行う必要がある。しかし、地域での情報連絡経路を常

に確保できる状態にする必要がある。新宿駅周辺地域は、地域住民はあまり居ない場所な

ので、中心は「事業者」「医師会」「自治体」である。非常時に行政に頼らない、自立した

地域防災作りを行う必要がある。 

 

（ヒアリングおよび文・国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター） 
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富山大学人文学部 

 

団体名 富山大学 人文学部 
住所 〒930-8555 富山市五福 3190 番地（五福キャンパス） 
連絡先 TEL 076-445-6011  FAX 
団体の設立目的 - 

 

地図を活用した防災学習 

１. 学校教育防災学習と地域防災学習 

平成 20 年（2008 年）に公布された小学校社会の学習指導要領をみると、これまで以上

に防災教育に踏み込んだ内容になっている。このことは、これまでの学習指導要領では防

災教育について不十分であること、近年、報道等で目にする様々な防災上の問題に学校教

育からも一定の取り組みの必要があることが認識された結果だといえる。 

これまでの指導要領にも地図を活用して地域を理解することが目標として設定され、第

３・４学年では身近な地域を学習する中で、交通安全や消防、防災の取り組みについて学

習してきた。それに加えて、新たな指導要領では、地域社会の災害や事故の防止のための

地域住民と関係機関の連携や、発災時における関係機関の取り組みにまで言及するように

なった。また、第 5 学年では目標に「環境の保全や自然災害の防止の重要性」について言

及されるため、自然条件や森林の役割などに触れ、国土を保全することと防災の関係につ

いて触れることになった。 

そして、平成 23 年（2011 年）3 月 11 日に発生した東日本大震災以降、社会の防災教育

に対する関心が高まりつつある。それは、防災教育の意義が社会的に認知されるできごと

でもあった。例えば、震災前から釜石市の小中学校では地震の際、避難行動を児童生徒が

各自で行うことができるよう訓練に取り組んだ。その結果、児童生徒のほとんどが津波か

ら避難できて無事だったことが様々な新聞で報道されている1)。報道された防災教育は、津

波から逃げる実践的な活動に取り組む防災教育であったが、防災教育の意義が社会に認知

されつつあることがうかがえる。 

このような防災への言及の増加は、近年頻発するゲリラ豪雨災害や発生が危惧される

様々な大地震に対して、児童の不安をあおるものではない。逆に行政や市民が自分たちの

暮らすまちをどのように守っているのか、また長期的にはどのような取り組みが必要なの

かを考えるきっかけを示すことにつながる。そして、災害に対して前向きに取り組む重要

性を児童たちが認識できることをねらっているようにも考えられる。 

本稿では、大西ほか（2007）で行った地形図を用いた防災への取り組みを参考に小学生

を対象にした事例を紹介しつつ、その効果について検討する。 
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２．古い地形図から災害を考える 

昔から高いところは洪水災害を避けることができるため、安全に暮らせるために集落が

できたり、畑が作られてきたことや、低いところは洪水に悩まされる場所であることから、

浸水しても被害が起きづらい水田が作られたことを説明すると災害に対する理解が進む

（図１）。 

図 1 土地条件と水害の危険度 

 

 

しかし、現在の風景を見ても土地条件はわかりづらい。ただ、開発の進む前の地形図、

つまり高度経済成長期以前の地形図を入手し、現在の地形図と比較することで、調べる地

域の土地の高いところと低いところを見つけ出すことができる。例外はあるものの一般的

には土地利用と土地条件は対応する。そこで古い地形図に示された土地利用を色分けする

ことで、土地条件を見出すことができる。そして、洪水災害の危険性の高い地域、つまり

土地の低い地域が現在、どのようになっているのか新旧の地形図を比較する学習活動が地

域の変容と災害の危険性を理解するためには有効である（図 2）。 

高度経済成長期以前は、土地条件に従った土地利用がなされており、低い土地は水田に、

周囲よりも高いところは集落や畑になっていた。旧版地形図の土地利用は、そのような土

地条件を示し、水田のところが洪水災害に遭いやすい場所となる。また、小さな河川も自

然の形状を残して流れている場合が多い。しかし、高度経済成長期以後は、水田だった場

所が開発され、宅地化される地域が散見される。また、河川も改修され、旧河道沿いも開

発される。このように災害に脆弱な場所を旧版地形図で探し出し、現在の地形図でその場
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所がどのようになっているのかを確認することが、地域のことを理解しながら防災教育を

進めていくことにつながる。着色は水域（青）→田（黄）→畑（オレンジ）→宅地（赤）

→山林（緑）の順に進めると作業がしやすいし、地図記号と着色する色が組み合わされた

資料が提示されると作業に取り組みやすい。 

図 2 新旧地形図の土地利用の比較 

 

実際、2012 年 2 月 28 日に富山県射水市立塚原小学校で 6 年生児童 26 名に 45 分間で小

学校区の新旧地形図を用いた地域変容と防災に関する授業を上記手順で行ったところ、自

分の暮らす地域の地形とまちの時代変化を十分に理解し、災害の危険度を改めて認識する

ことができた。 

３.地域の体験を通して水害を考える 

(1）天白川を舞台にした子どもたちの防災学習 

愛知県を流れる天白川では 2000 年 9 月の東海豪雨により、中下流部で内水氾濫による大

きな洪水被害が発生した。その教訓を地域住民や世代を越えて語り継ぐ活動が市民団体の

「市民がつくる災害に強いまちづくりの集い」により行われている。その多様な活動メニ

ューの中に子どもたちの参加を前提とした「天白川ウォーク」と天白川源流域での稲作体

験がある。 

①天白川ウォーク 

天白川への理解を深めるために、様々な観点から確認しながら歩くイベントである。2001

年から始まり、初年度は東海豪雨時の内水氾濫で大きな被害が発生した天白川の中流域を

歩き、天白川の特性やその周辺環境を点検し、災害被害の軽減について意見交換をした。

その後、上流を歩いたり、歩く際のテーマを工夫したりしながら現在まで続いている。2004

年には上流から源流部まで歩いた。ここでは 2004 年の事例を取り上げる。 

天白川ウォークに参加する小学生は、天白川流域に暮らす子どもたちである。2004 年は
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源流域の体験にもかかわらず、河口そばにある学童保育（ちどり児童会）から数多くの子

どもたちが参加した。天白川の観察の観点は、小学生児童も一緒に歩くため、わかりやす

いものにする必要がある。そこで、歩く際にグループ分けをして、グループごとに「ゴミ・

生活」、「生物」、「歴史・地形」という観点で天白川を観察した。各グループは子どもと大

人が混在しており、コースを示した地図の上に、発見した

ものをアイコンシールで貼り込んだり、メモを書き込んだ

りしながら歩いた。子どもたちは上流部に広がる水田を前

に、上流から下流まで川がつながっていることや、上流に

広がる水田の持つ保水力などの説明を受けたり、目の前に

広がる森に水源の涵養機能があることの説明を受けたり

もした。 川に入って遊ぶ子ども 

歩いた成果を地図にまとめる 

このイベントは、歩いた成果を地図にまとめることで、

川の点検した成果を参加者どうしで交換できるように工

夫されており、歩いただけで終わりになるイベントではな

い。 

しかし、参加した下流部に住む子どもたちに後日たずね

ると、歩いたこと、川に入ったことなどは覚えているもの

の、森の水源涵養や水田の保水力のことなどはすっかり忘

れられていた。 

②稲作体験 

天白川源流域で田植え・稲刈り体験が行われている。源

流域で水田を維持することは、河川の保水力を高め、土砂

流出を防ぐ重要な意味を持つ。田植え・稲刈りを通じて、

水田が下流域の水害を軽減する効果を持つことを学ぶイ

ベントである。 

稲作体験を通じて、上流域で水田が維持されることが下

流域へ流れ出る水を涵養し、水害を軽減することを子ども

たちに知ってもらいたいと思いこのような取り組みをす

る。また、日頃何気なく口にする米をつくる水田が、自分たちの暮らすまちを流れる川の

流れ方に大きな影響を与えていることも知ってもらいたいと思い取り組んでいる。 

田植え体験をする子どもたち 

しかし、天白川ウォーク同様、「田んぼにズブズブと埋まって靴がなくなっちゃった」、「自

分たちで作った米はおいしかった」などの感想はあるものの、上流部に水田を持つことが

防災につながることを覚えていた子どもはわずかしかいなかった２)。 

防災を考えるための体験型イベントを実施しても、子どもたちは体験したことや遊んだ

こと自体は覚えているものの、学習して欲しい防災に関係する事柄は子どもたちに忘れら

れていた。これらのイベントは短期的に見ると目的を達成できていない。しかし、必ずし
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も失敗とはいえない。 

４. 防災教育のあり方 

子どもたちは成長とともに認識できる空間範囲が拡大し、いくつかの要素がからみあっ

た複雑な現象も成長とともに理解できるようになっていく（寺本・大西、2004）。幼いころ

は自分が理解できる地域スケールと自分が体験した地域スケールが合致せず、身近な地域

を流れる川をみて、川が上流と下流でつながっていること、上流の保水力が下流の川の状

態に影響を与えることを十分には理解できなかったかもしれない。ただ、子どもたちがそ

のことが理解できる年齢になったとき、川を歩いたり、田植えをした体験を思い出し、川

の変化の意味や源流域での水田の意味を感じ取ることができるようになるのではないだろ

うか。 

子どもの成長とともに地域を捉えられると考えると、小学 3 年生ぐらいまでは、屋内空

間で自分の身を守るための防災教育のカリキュラムを、小学 3 年生以降は、地図など地域

を一望できるようなツールを用いて、地域の空間的な広がりを捉え、災害時のまちの様子

を考えて行動するような防災教育を組み立てるのが望ましい。そのためには地域の地形的

な特徴をよく表した地形図を学校教育でしっかりと取り上げるべきである。 

 

注 

１）産経新聞 2011 年 4 月 23 日。 

２）イベントから 1 年半後、南区から参加した小学３～５年生の子どもたちへの聞き取り

調査による。 

 

参考文献 

大西宏治・廣内大助・富田啓介 2007.災害・防災に関する生涯学習地理教育の試み－愛知

県天白川を事例として．小林浩二編『実践 地理教育の課題』ナカニシヤ出版、pp208-221． 

寺本潔・大西宏治 2004．『子どもたちの初航海－遊び空間と探検行動の地理学』古今書院、

164p. 

 

（准教授：大西 宏治） 
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II部 プログラム事例集 

神戸学院大学 防災・社会貢献ユニット 

 

団体名 神戸学院大学(防災・社会貢献ユニット) 
住所 〒650-8586 神戸市中央区港島 1-1-3（ポートアイランドキャンパス）

連絡先 TEL 078-974-1551(代表)  FAX 
団体の設立目的 - 

 

1. プログラム名 

9 つのアイテムで 3 日間を生き残れるか 

2. プログラム実施期日（実績） 

2009 年 4 月 3 日から 5 日（3 日間） 

3. プログラム内容 

神戸学院大学 防災・社会貢献ユニットが 2006 年度防災教育チャレンジプランにおいて

作成した「非常持ち出し袋の中身を考えよう！」の教材をもとに、学生それぞれが非常持

ち出し袋の中身を考え、実際にその

中身をもって、避難所生活の体験を

行った。 

・事前に持ち物の相談は他の人と一切してはな

らない 

・財布は初日に預かる 

・3 日間だけ…という考えは一切認めない！ 

・飲、食、菓子は、全てを 1 アイテムとする 

・3 日間すべての飲食は各自で持ち込む 

・就寝時の主催者側からの道具の提供はしない 

・身につけている衣服はアイテムに含まない

が、身につけているもの（携帯電話、財布な

ど）も１アイテムとする 

・トイレは簡易または仮設トイレのみ使用 

（但し、１アイテムの量は持ち運べる量で限り

はない） 

・電気は使えない場所 

事前に案内した資料・ルール（学生作成） 

・持ち物は９アイテムのみ 
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1 日目 2 日目 3 日目 
【午前】 
・各自の非常持ち出し袋を持

って集合、中身披露 
・ミーティングにより班編

成、避難所のルール作成 
【午後】 
・地域のゴミ拾い、ゴミの仕

分け、段ボール 
・空き缶ゴミを使っての空き

缶コンロ作り準備 
 

【午前】 
・1 日を終えてのミーティン

グ 
・阪神・淡路大震災の語り部

さんを招いての講話 
・段ボール調達 
【午後】 
・防災カルタ・防災駅伝など、

防災教材の体験 
・空き缶コンロを用いての夕

食作り 
・地域防災に関わる防災の専

門家を招いての講話・夕食

【午前】 
・ミーティング（避難所の体

験を行っての感想、反省

会） 
・片付け後解散 

 

「非常持ち出し袋の中身を考えよう！」の教

材の内容は以下のとおり。 

「非常持ち出し袋を考えよう！」は、代表的

な非常持ち出し袋の中身（アイテム）が書かれ

た 36 枚のカードから、9 個だけ選んで自分た

ちのオリジナルの非常持ち出し袋を作成する

カード型教材。カードの裏面には、用途の解説

が簡単に書かれている。36 枚のカードのうち

1 枚は「スペシャルカード」があり、35 枚に

ないアイテムで必要なものがあれば、入れるこ

とができる。災害時の問題について具体的に考えることができる教材。 

教材にある 36 アイテムは下記のとおりである。36 アイテム中 4 アイテムが飲食料である

が、体験では、飲食料（缶詰、非常食、チョコレート、水）のアイテムはすべてまとめて

１アイテムとし、これ以外に歯ブラシ、歯磨き粉は 9 アイテムに含まず持参することを連

絡した。 

 

非常持ち出し袋を考えよう！のカード一覧（順不同） 

スペシャルカード、ビニール袋、缶詰、非常食、チョコレート、水、タオル、下着、ウェ

ットティッシュ、筆記用具、懐中電灯、缶切り、宿題、紙コップと紙皿、ハサミ、メガネ、

救急セット、化粧品、ゲーム、現金、ろうそく、ビタミン剤、雨具、ラップ、ライター、

トイレットペーパー、高価な指輪、電池、携帯ラジオ、通帳、帽子、塩、手袋、家族の写

真、マスク、常備薬 

1 日目、学生たちは各自、持ってきたものとその理由を披露しあう形で体験をスタートし

た。 
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II部 プログラム事例集 

 

 

 

 

スペシャルカード 
（毛布） 
【理由】膝かけ、防寒用 
 

非常食・水 
水 4ℓ、缶詰 6 つ、α米 4 つ、

チョコレート 1 袋 
【理由】栄養をとるため 

タオル 
大 2、中 3 
【理由】体を拭く、防寒のた

めマフラーやマスクにもで

きる 
下着 
1 セット 
【理由】同じ下着だと衛生的

にも精神的にも気持ちが悪

い 

ビニール袋 
大 1、中 5 
【理由】ゴミ袋にしたり、水

を入れて運んだり簡易トイ

レなどに使用できる 

救急セット 
ガーゼ、ムヒ、消毒液、湿布、

ハサミ、包帯、 
【理由】怪我が起こった時の

応急処置 
ウエットティッシュ 
2 袋 
【理由】体の臭いや除菌でき

る 

トイレットペーパー 
ポケットティッシュ 2 つ 
【理由】トイレや何かを拭け

る 

常備薬 
目薬、ボルタレン 
【理由】いつも使っているも

のとお腹が痛くなったとき

用 

 

その後、避難所で 3 日間過ごすにあたって、どのようなルールで進めていくかについて

議論をし、少しでも快適な方法を検討した。その結果、寝具の問題から、近隣店舗から段

ボールを集めに行くこと、ゴミ拾いを行い、空き缶コンロを作成すること（子どもたちへ

の防災教室実施のため、ゼミで作成の経験あり）の提案があった。その際、学生からの提

案で必要なもの（ゴミ袋、空き缶コンロの作り方、材料で 1 つ足りないアルミホイルなど）

は、提供を行った。 

 

空き缶コンロの作り方については、財団法人市民防災研究所の「サ・ア・テふしぎな卓

上コンロ」の作り方を参照した。 

http://www.sbk.or.jp/idea/making/cookstove.html 
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材料は、空き缶、はさみ、ティッシュ（芯）、アルミホ

イル（芯立て）サラダオイル（燃料）であるが、空き缶は

ゴミから回収後洗浄し使用した。また、はさみとティッシ

ュは一部学生が持参アイテムとして保持していたためそ

れを利用、アルミホイルとサラダオイルは教員が補助提供

した。 

 

2 日目の特徴的な点は、阪神・淡路大震災当時、小学校

教員だった、語り部 KOBE1995 の代表にお越しいただき、

当時の避難所の様子を伺った点である。当時は、非常に寒

かったこと、段ボールは 2 重 3 重に敷くと床からの寒さが

軽減できること、プライバシーの確保のために段ボールで

仕切りを作り生活をしていたこと、非常持ち出し袋には夏

用、冬用が必要であるといったお話があった。今まさに感

じている問題点についての話は学生の心に深く届き、「阪

神・淡路大震災以降どの様な事を教訓とし活かせているの

か詳しく知りたいと思った」という声があった。また、早

速、前日の夜に寒かった経験を活かし、さらに段ボールを

調達し、2 重、3 重に敷くことを試みた。 

 また、作成した空き缶コンロを用いての調理を行い（材

料、器具は提供）、空き缶コンロの威力の体験をし、温か

いものの価値を実感した。また、その際に、地域防災に関

わる加古川グリーンシティ防災会の代表を招き、地域での

防災活動の現状について話を聞くとともに、あるものを活

用し、みんなの知恵を集結することの重要性を話し合った。 
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II部 プログラム事例集 

4. プログラムの特徴 

・防災教育の教材（非常持ち出し袋を考えよう）をもとに、実際の避難所体験を企画した

点 

・学生たちがリーダーを選出し、自分たちで実行計画を考え、実行をした点 

・避難所体験中に、阪神・淡路大震災の語り部さんや地域防災の専門家を招いての講話を

聞けた点 

・アイテムを制限しているが、ゴミ拾いを行い、自分たちの持っているものを組み合わせ

て、空き缶コンロで調理などを行った点 

5. 指導体制と参加人数（実績） 

避難所体験の指導、管理は防災・社会貢献ユニット教員（1 名）が行い、地域の方々に協

力を依頼した。学生の参加人数は 12 名で行った。 

6. 手応えや効果、地域や社会への影響など具体的な成果 

学生たちは、自分たちで選んだ非常持ち出し袋の中身をもとに体験を行うことで、教材の

改訂の必要性を感じ、アイテムを再考し、いくつかのアイテムの変更を行った。また、小学

校における防災教育出前授業において、自分たちの体験をもとに、より実質的な解説ができ

るようになった。 

「体験すること」で学生たちが感じたことを感想より抜粋 

・自宅以外の生活ということで、緊張もあり、トイレなどの不安から、知らず知らずのう

ちに、飲む水の量を控えていたりした自分がいた。実際の避難所では、トイレの問題で

飲食を控え、体調を崩す人の気持ちが、何となくわかったような気がした。 

・実際の避難所生活は、もちろん 3 日で終わるわけないので、先の見えない不安もあると

思うし、全く知らない人と生活を共にしていくということはストレスもたまり、このキ

ャンプの何十倍も何百倍も大変だと想像できる。 

・このキャンプでは、非常持ち出し袋というもののあり方についても考えさせられた。非

常持ち出し袋として、袋に非常食を入れておくことも大切だけれども、家が、仮に半壊

や全壊しても、家から取り出せるものはあると思うし、非常用として準備していなくて

も、日々の買い置きというのは意外にも役に立つのではないかと感じた。また、「モノが

ない」という状況で、いかに、その場にあるものを、知恵を働かせて、活用していける

かということも大切だと感じた。 

7. 現在抱えている問題や課題 

体験をするには、場所、実施体制の確保が不可欠である。大規模に、かつ、継続的に実践

をしていきたいが、時間の確保や場所の確保の問題がある。また、実施側（教員）の負担も

大きいことから継続性を確保するためには、サポート体制の強化が必要であると考える。 
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8. 今後のプログラム展開について 

体験後、学生たちから「自分たちの体験は顔見知りばかりだったので、普通に話すことが 

でき、何でも言い合える。ところが、実際の避難体験では、隣を見れば知らない人であり、

その中で寝泊まりをするということは、大変なストレスになるだろう。阪神・淡路大震災で

は、隣の人との間隔が本当になかったという。避難生活では、プライバシーの問題があると

感じた」という声が上がった。今回は、大学のゼミナールの顔見知りの学生たち同士での実

践であったが、異年齢間での実施によりまた違う体験が期待でき、繋がりの強化にもつなが

ると考える。 

9. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

サポート体制は重要であるが、参加者が主体的に関われ、柔軟性があるプログラムである

ことが、参加者のモチベーションをあげることにつながると実感した。まずは、体験するこ

とから発見されることは大きいと思うので、是非多くの人に実践をしてほしい。 

 

（准教授：舩木 伸江） 
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II部 プログラム事例集 

ポーアイ 4 大学連携推進センター 

 

※ヒアリング調査による 

団体名 ポーアイ４大学連携推進センター（回答：阿部数正氏、 田中綾子氏）

住所 〒650-8586 兵庫県神戸市中央区港島 1-1-3 神戸学院大学内  
ポーアイ４大学連携推進センター 

連絡先 TEL078-974-4042  FAX078-974-2549 
団体の設立目的 ポーアイ４大学による連携事業 －安全・安心・健康のための総合プ

ログラムを軸として― 

  

 1. プログラム名 

神戸市中学生防災宿泊研修「防災は一日にしてならず」 

2. 実施期日 

2008 年 11 月 1 日(土)11：00～11 月 2 日(日)12：00 

3. プログラム内容 

実際に被災した語り部の方の話を聞いたり、防災について学んだり、水上消防署消防士 

による救急措置実習や消火器放水訓練等を行う。 

１日目 

時間 内容 
10:30 集合・受付 
11:00 オリエンテーション 
12:00 昼食 
  記念撮影 
13:00 第１プログラム 
  地震体験車(雨天時は防災基礎講座を予定していた) 
14:00 語り部研修 
15:00 第２プログラム 
  クロスロード 
18:00 夕食 
19:00 避難所準備 
20:00 第３プログラム 
  防災基礎講座 
21:00 DVD 防災紙芝居 
  防災クイズ 
22:00 就寝(教室でダンボール、毛布のみで就寝) 
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２日目 

7:00 起床・洗顔 
  体操 
7:30 朝食 
  身辺整理 
9:00 第４プログラム 
  水上消防署による救急措置実習 
  消火器放水訓練 
10:10 第５プログラム 
  学生指導者による救命士講習 
11:30 修了式・アンケート 
12:00 解散 

   

 

4. プログラムの特徴 

防災福祉コミュニティのジュニアチームとして活動している小中学生を対象に、大規模

災害時等の避難所を想定した 1 泊 2 日の防災宿泊体験を実施する。 

5. 指導体制と参加人数 

・震災や避難所生活を経験していない小中学生と保護者 
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II部 プログラム事例集 

・ 神戸学院大学学際教育機構防災・社会貢献ユニットの学生   

総計 55 名 (内訳)小、中学生 29 名 保護者 6 名 

・神戸学院大学学際教育機構防災・社会貢献ユニットの学生 15 名 

・スタッフ 防災安全公社 2 名、ポーアイ４大学 3 人 

 6.手応え、効果 

全参加者の危機管理意識、防災に関する知識や技能を向上させることができた。特に学

生が、心肺蘇生訓練人形（リトルアン）および訓練用のＡＥＤの使用方法について小中学

生に救命教育を実施することにより、学生にこれら技能の更なる定着がなされた。 

7. 現在抱えている問題と課題 

各種防災イベントに加え、より日常的な習慣につながるような啓発を継続的に行ってい

くこと。また、プログラムの成果をより広く発信していくことが重要と考える。 

8. 今後のプログラムの展開について 

ポートアイランドは開設して 30 年余りの人工島であり、阪神・淡路大震災の経験や子ど

もたちの故郷づくりへの取り組みから、安全・安心・健康への意識や関心が高い地域と感

じる。 

ポーアイ４大学では、本プログラム以外にも、地域や行政・企業団体と連携しながら、

学生教職員や市民を対象にさまざまな防災教育や訓練のプログラムを実施している。今後

も、日常的な連携により有為な人材育成に取り組んでいきたい。特に島民と学生がイベン

トの時だけでなく日常的に関わることを目標としている。例えば、東日本大震災時に行っ

た足湯ボランティア活動を地域の高齢者向けに行うなど、学生の活動を地域との関わりの

中で継続していきたい。また、学生が自ら活動の幅を広げていけるようなサポートを目指

したい。 

9. 防災教育プログラムを始めようとしている人へのメッセージ、コメント 

まずは手の届く・顔の見える範囲で安全を守り合う、という意識が普段から根付いて欲

しい。そうすることが実は突然の災害から身を守ることにつながる。震災はいつ、どこで

起こるかわからないため、臨機応変に対応しなければならない。そのためには自分自身と

周りの人を大切に考えることができるような、つながりを築くプログラムが大切であると

考える。 

防災・減災は地域性があるため、近隣との連携が必須となるが、同時に広域のつながり

も重要である。今回の東日本大震災において、神戸学院大学は東北福祉大学や工学院大学

との関わり（TKK３大学連携プロジェクト）を以前から持っていたため、東日本大震災を

他人事とは思えず、当初より多数の学生からボランティアに行きたいという希望があった。

その際、広域大学間連携を通じて相手を思いやる気持ちが育まれていたことに気付いた。
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広域連携のメリットとしては、遠方だからこそ同時に被災地になる可能性は低く、助け合

うことができる点もあげられる。 

TKK とは 

神戸学院大学、東北福祉大学、工学院大学の３大学連携プロジェクトのことであり、社

会貢献活動のできる人材育成を目標としている。平成 21 年 9 月より開始し、文部科学省 平

成 21 年度「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」に採択された。 

10. その他 

ポーアイ 4 大学連携事業は、それぞれにおいても安全・安心に関する取り組みを実施し

ている。平成 20 年度文部科学省戦略的大学連携支援事業に採択されており、継続的な取り

組みと社会への発信により、学生教育と社会貢献に反映していきたいと考えている。 

〈ポーアイ４大連携推進センター〉 

兵庫医療大学、神戸女子大学・神戸女子短期大学の学生が、防災に関する教養科目を学

習できる。徒歩圏内に大学が集中しているメリットを生かして、4 つの大学が連携して防

災・健康の推進を行っている。防災推進の中核を担うのは神戸学院大学である。 

カリキュラムとして、ポーアイ教養科目というものがある。これは、大学同士が近距離

にある利点を生かして、10 科目を共同開催している。その中で、地域コミュニティに関す

る授業や、地元の消防団との協力の下、防災に関する授業を行っている。毎年 700 名近く

の学生が受講しており、他大学との交流が盛んに行われている。 

近年では、ポーアイ 4 大学として地域の方に認識されつつある。防災の分野に限らず、

他大学の学生同士の交流が学びの刺激につながっている。それぞれの大学が持つ特色を活

かし、連携して事業を行うことができている。 

今後は事業の対象者全体や地域にどれだけ還元できるかということを意識して実施した

い。平成 22 年度までは助成金で運用していたが、今年度からは参画大学による経費按分で

運用している。 

〈総合防災訓練〉 

毎年 1 回、学生教職員だけでなく、市民も集めて行うイベントで、地元の消防・警察か

らも協力を得ている。4 大学が合同で訓練を行い、地域の方も参加できるので行政からも積

極的な指導・協力が得られる。大学を通して、地域と行政が繋がる機会を提供している。

また、学生消防団員の訓練の場にもなっている。 

〈学生による被災地ボランティア〉 

ポーアイ 4 大学の学生教職員が、それぞれ組織的にあるいは個人的に東日本大震災の被

災地でボランティア活動を行った。この活動の背景には、各大学での専門教育をはじめ、

ポーアイ教養科目での学びや風水害被災地でのボランティア活動、学生の大学間交流が礎

となっている。 
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〈大学カリキュラムと広域連携（神戸学院大学）〉 

防災・社会貢献に関する学部横断的な教育カリキュラム「防災・社会貢献ユニット」を

展開している。2 年次から 4 年次までの専門教育プログラムで、文系４学部（法・経済・経

営・人文）の希望者が選抜試験を経て所属する（定員 50 名）。所属学生は、専門科目の大

部分と卒業研究・卒業論文について、ユニットの教員の下で指導を受ける。 

防災・社会貢献ユニットでは、連携による地域との相互教育も盛んに行われている。例

えば、防災の授業を受けた学生たちが地域の親を対象に AED 講習の実施、幼稚園や小・中

学校に出前授業を行っている。また、JICA 研修でも、海外研修生に向けての安全学習に協

力している。文系の学生を対象に防災教育を行っている大学は珍しいが、自助・共助の側

面を考えると理系学生だけでなく、文系学生が防災教育の普及活動を率先して行うことが

期待される。 

近年、防災・社会貢献ユニットで先行実施されている安全・安心に関する科目が重要で

あると考えられ、ポーアイ教養科目においても安全・安心、地域コミュニティなどの授業

を行うなど、多様化・一般化させている。 

大学生は自分が生まれたところで学生生活を行っているとは限らず、さらに将来どこに

就職するかもわからない。一方で防災は非常にローカルな部分が強く、被災した際に安全

を確保するためには画一的な教育ではなく、被災した場所や状況に応じて臨機応変に対応

する必要がある。 

このことを学ぶことに大学連携が役に立っていると考えられる。大学が広域で連携して

いることにより、学生は被災の種類や状況は場所により異なることを、実際に目で見るこ

とになる。また、今回の東日本大震災に関して東北福祉大学との連携を行っていたことで、

学生同士身近な友人が被災したと捉え、より具体的な問題提起が学生たちの中で行われた。

また地理的には距離があるため、災害全体を俯瞰できたとも考えられる。 

 

（ヒアリングおよび文・国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター） 
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