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Abstract: In this study, we investigated that the use of disaster victim stories in disaster education booklets published by each prefecture. 

As a result, it was clarified that 40 prefectures had published disaster education booklets, but only 13 prefectures included disaster 

victim stories. This indicates that about 70% of the municipalities have not fully utilized the disaster victim's story as a teaching material. 

 

 

１．背景及び目的―1995 年の阪神淡路大震災以降，

学校教育の場において防災教育の充実が図られるよ

うになった．さらに 2011 年の東日本大震災により

防災教育の必要性が改めて確認，2012年には文部科

学省より「学校防災マニュアル（地震・津波災害）

作成の手引き」［１］が発行され，これに基づき各地で

地域の特性を生かした防災教育を推進している．近

年では，防災教育に被災体験の講和を取り入れるな

ど，防災教育において被災の「体験談」が真に迫る

教材と成り得ることが示唆されている． 

 以上を踏まえ本研究では，各都道府県発行の防災

教育冊子における被災体験談の活用実態を明らかに

することを目的とする． 

２．調査方法―調査概要を Table1 に示す． 

３．結果及び考察―Figure1 に各都道府県における防

災教育冊子の記載動向の分類，Table2 に各都道府県

で最近発行された防災教育冊子の発行年を示す．な

お Figure1 は，「防災教育冊子の発行」「授業概要」「過

去の災害」「体験談」「体験談の具体的な被災地」の５

項目に関する記載の有無に基づき分類している．以降，

この分類に従い，結果及び考察を述べる． 

３－１．防災教育冊子の発行なし（グループⅠ）―

富山をはじめ７自治体が該当した． 

３－２．防災教育冊子の発行あり 

３－２－１．授業概要の記載なし（グループⅡ）―

防災教育冊子の授業での活用方法の記載がない岩手や 
Table1．Outline of the survey            （This is original by authors） 

調査方法 文献調査 

調査対象 
都道府県の教育委員会が発行している教員向け防災教育冊子 

計 40冊子［２］～［41］ 

調査内容 

都道府県の教育委員会発行の防災冊子における以下の有無を調べた． 

・教育委員会発行の防災教育に関する冊子 

・授業概略 

・過去の災害に関する記載 

・過去の災害に関する体験談 

・体験談の被災場所（県内,県外,県内外） 

山形など 13自治体が該当し，避難方法や災害時の連絡

方法等の最低限の記載に留まる傾向を捉えた． 

３－２－２．授業概要の記載あり 

（１）過去の災害の記載なし（グループⅢ）―福井

と大分の２自治体が該当した．  

（２）過去の災害の記載あり 

①体験談の記載なし（グループⅣ）―過去の災害の記

載があるが，体験談の記載がないグループⅣには，北

海道など 12自治体が該当した．Table2 より，これらの

多くは 2012年以降に発行されており，東日本大震災発

災後の防災教育の必要性を反映した結果といえよう．  

②体験談の記載あり 

②－１．県内の体験談あり（グループⅤ）―県内の

体験談の記載があるグループ V は，熊本をはじめ６自

治体であった．これらは近年大規模な災害が起こった，

または近い将来大規模な災害が起こり得るとされてき

た地域が主であり，具体的な地名が登場する身近な被

災体験談を教材に用いることで，子どもたちに防災の

重要性や取るべき行動を「わがこと」として捉えやす

くするねらいがあると考えられる． 

②－２．県外の体験談あり（グループⅥ）―県外の

体験談の記載があるグループⅥは，山梨をはじめ４自

治体が該当した．Table2 より，これらの多くは 2016年

の熊本地震以降に発行されており，2017年の段階で大

規模災害が起こっていない自治体において，他県の被

災体験を教材に，災害の教訓を捉えさせる意図があっ

たと考えられる． 

②－３．県内外の体験談あり（グループⅦ）―東京，

新潟，兵庫の３自治体が該当した．Table2 より，これ

らは全て近年大規模な災害が起こった自治体であり，

冊子が頻繁に更新され，最新のものはいずれも 2020年

以降の発行となっていた．また密集市街地を抱え，一
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度の災害で受ける被害が甚大であるため，様々な体験

談を通して子どもたちに深い防災知識を身に付けさせ

るねらいがあると考えられる．特に兵庫では，阪神淡

路大震災以降，５度の改定を経て現在に至っているこ

とからもこれが窺える．以上より，グループⅦは最も

防災教育に意欲的な自治体といえよう．  

４．まとめ―以上より，40自治体において防災教育冊

子が発行されていることを確認したが，体験談の記載

は 13自治体に留まることを捉えた．このことより，被

災体験談が教材として十分に活かされていないといえ

る．この中には東日本大大震災の被災地も含まれてい

る．また東日本大震災が起きた 2011年以降に作成され

た防災冊子が多く，実際に大きな災害を経ることによ

って，防災教育の意義やエピソードが付加されること

が確認され，重要視される傾向が捉えられる． 
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Figure1．Classification of disaster prevention education booklets in each prefecture（各都道府県における防災教育冊子の分類）     （This is original by authors） 
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