
 
 

モデル事業からの展開 –防災をより身近で分かり易く。 

｢地域と学校が連携した防災教育モデル事業｣からの展開として、以下の取り組みも行われました。 
 

１モデル事業広報プロジェクトの立ち上げ 

事業紹介冊子作成、配付 
事業広報誌｢吾妻小防災辞典｣作成、配付 
吾妻小学校防災教育活動紹介冊子｢吾妻小防災大辞典｣作成 

２｢吾妻小防災手帳の使い方｣授業の実施 

 
 

モデル事業広報プロジェクト 
吾妻小学校 PTA広報委員会を中心として、以下の二つのことを目的に、｢地域と学校が連携した防災

教育モデル事業｣広報プロジェクトを立ち上げ、広報活動を行ってきました。 
１．モデル事業を広く周知し、保護者・地域のより多くの方々に参加してもらうことを通じ、防

災意識・防災能力を高める。 
２．平成２１年度より始まった吾妻小防災教育活動の意義、意味合いを再確認・再認識し、継続

させていく 
 
 なお、モデル事業広報プロジェクトとしての集大成が本冊子｢吾妻小防災大辞典｣です。 
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■｢地域と学校が連携した防災教育モデル事業｣説明冊子の作成 
 
モデル事業の開始に先立ち保護者・地域の方たちに事業を説明するための

冊子を作成しました。 
冊子はA３用紙を折りたたむ形で構成されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
｢地域と学校が連携した防災教育モデル事業｣説明冊子 
折りたたまれたものを開いていくと、事業概要、４つの大きな取組、最後にこれまでの吾妻小防災活

動の歴史がわかるようになっています(p１参照)。 

Open!
表紙 

Open

モデル事業概要

モデル事業概要/4つの取り組みについて 

Open! 
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■吾妻小防災辞典(月１回)の発行 
モデル事業広報プロジェクトでは、学校や取り組みの中心となっている方々の協力を得ながら、今回

の事業を保護者や地域のみなさまにお知らせするために｢吾妻小防災辞典｣を月刊で全 8回、以下のよう
なテーマで発行しました。 
具体的には、事業に関連するイベントの予告や報告をはじめとして、防災の研究を職業とされている

保護者の方のコラム、吾妻地区の防災事情についてなどの取材記事を掲載してきました。 
なお、｢吾妻小学校の防災に関するあらゆることを伝えていきたい｣という想いから、名称を｢吾妻小

防災辞典｣としました。 
 
Vol.1 特集：｢地域との連携による学校の防災力強化推進事業｣広報プロジェクト開始！ 
Vol.2 特集：AZUMA学園 防災キャンプ 2014 へ、ようこそ。 
Vol.3 特集：安全に帰る。安全に帰す。 AZUMA学園合同引き渡し訓練を振り返る。 

連載：吾妻小防災活動を支える “お父さん”からお話を聴く。 
ライフラインの備え#1 水 / 防災トリビア#1 非常口は緑？白？ 

Vol.4 特集：実は・・・、授業でも、防災教育、やってます。 
連載：吾妻小防災活動を支える “お父さん”からお話を聴く。 

防災トリビア ＃２おかしも(ち？) 
Vol.5 特集：あらためて。折り返しの時期に入ってきた 

地域と学校が連携した防災教育モデル事業を知る。 
連載：吾妻小防災活動を支える “お父さん”からお話を聴く。 

ライフラインの備え ＃２トイレが使えない。 
新連載：広報委員が市役所危機管理課に聞きました！ 

＃1 吾妻地区ってどんなところ？ 
Vol.6 特集：｢あの時…｣をつないでいく。｢ケースメソッド｣から知る、感じる、学びとる。 

連載：吾妻小防災活動を支える “お父さん”からお話を聴く。 
防災トリビア ＃3 避難所の広さ 

連載：広報委員が市役所危機管理課に聞きました！ 
＃2 情報はどうする？ 

Vol.7 特集：｢地域みんなで防災を考えていく｣ということ。 
連載：吾妻小防災活動を支える “お父さん”からお話を聴く。 

ライフラインの備え ライフライン＃3 電気 
連載：広報委員が市役所危機管理課に聞きました！ 

＃３ 吾妻地区の避難所はどうなってるの？ 
Vol.8 特集：モデル事業も今月で終わりです。 

広報委員が聞く： 
校長先生、PTA会長、地域防災コーディネーターのふりかえり 

吾妻小防災検定  
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■

■

■

中学校まで 

小学生を連れて歩かなければ 

ならなくなる      ためです。 

引き渡しは、自発的に！ 

学校には、徒歩で！ 

1 

2 

4 

 

注意! 

誰も行くことができない場合 

Event Calendar 

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

   

 

□9/19 AZUMA 防災セミナー「

□12 月 AZUMA 防災セミナー「

□12/18 AZUMA防災セミナー 
「

□1 月 AZUMA防災セミナー 
「

✔7/14 引き渡し訓練 
    第１回 AZUMA 防災セミナー 

✔8/2-3 防災キャンプ

防災マップ作成

被災地の小学校との交流

7 月 14 日 
12：50～ 

3 

 

 

 

 

このすぐ近くには非常口はありません。 

 

【開催日】 

9/19(金) 

15:30～17:00 

吾妻小学校 

会議室(図書館横) 

次回の AZUMA 防災セミナー 

『つくばで発生しうる災害を知る』 

セミナー新企画を立案中！



 



 

 

  

 

 

 

Event Calendar 

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

        

 

✔9/19 AZUMA 防災セミナー「

□12/12 AZUMA 防災セミナー「

□12/18 AZUMA 防災セミナー 
「

✔7/14 引き渡し訓練 
    第１回 AZUMA 防災セミナー 

✔8/2-3 防災キャンプ

AZUMA 防災・安全マップ作成

□12/13 被災地の学校関係者などとの交流を通じた地域交流会

□1 月 AZUMA 防災セミナー 
「

NEW!  □10/19 防災マップ探検隊 
   「AED 捜索大会」

 
 

 

セミナー報告 9/19第２回 AZUMA 防災セミナー 

「つくばで起こりうる災害を知る」 
 
実は…、 

授業でも、防災教育、やってます。 
 
地域と学校が連携した防災教育モデル事業 

Event Calendar 
 
連載・吾妻小防災活動を支える“お父さん”からお話を聴

く。 

防災トリビア ＃２おかしも（ち？） 
 
安全委員会＋地区委員会＋広報委員会、 
AZUMA 安全・防災マップ作成中！ 
 
予告 
防災マップ探検隊結成＆ 

AED 捜索大会のお知らせ！ 

vol.4 Contents 

予告 防災マップ探検隊結成＆AED捜索大会のお知らせ！ 

 

【開催日】 

10/19(日) 

9:00～11:00 

集合：吾妻小学校 

飛び入り歓迎！ 

↗

↗

 
ていぼう(輪中)とまちのようす(５学年社会科の教科書に加筆) 



 



 

 

  

 

 

Event Calendar 

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

        

 

✔9/19 AZUMA 防災セミナー「

□12/12 AZUMA 防災セミナー「

□12/18 AZUMA防災セミナー 
「

✔7/14 引き渡し訓練 
    第１回 AZUMA 防災セミナー 

✔8/2-3 防災キャンプ

AZUMA 防災・安全マップ作成

□12/13 被災地の学校関係者などとの交流を通じた地域交流会

□1 月 AZUMA防災セミナー 
「

✔10/19 防災マップ探検隊 
   「AED 捜索大会」

 
 

 

あらためて。折り返しの時期に入ってきた 

地域と学校が連携した防災教育 
モデル事業を知る 

 
広報委員が聞きました！ 

＃1 吾妻地区ってどんなところ？ 
 
地域と学校が連携した防災教育モデル事業 

Event Calendar 
 
連載・吾妻小防災活動を支える“お父さん”からお話を聴く。

ライフラインの備え  
＃２トイレが使えない。 

 
報告 

防災マップ探検隊結成＆ 
AED 捜索大会開催！ 

 
予告 DECEMBER EVENT LIST 

12 月は防災関連のイベントがたくさん！ 

vol.5 Contents 

まずは自宅で３日間

過ごせる備えをする事

は、吾妻地区も例外で

はありませんね！ 

ちょっと安心？？ 

よく考えれば当然ですね！ 

DECEMBER EVENT LIST 
 

予告  

 

12/12 FRI 第 3 回 13 SAT 18 THU 第 4 回 

皆さんのご参加お待ちしています！ 

↗



 



 

 

  

 

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

        

 

✔9/19 AZUMA 防災セミナー「

✔12/12 AZUMA 防災セミナー「

✔12/18 AZUMA 防災セミナー「  

✔7/14 引き渡し訓練・第１回 AZUMA 防災セミナー 

✔8/2-3 防災キャンプ

AZUMA 防災・安全マップ作成

✔12/13 被災地の学校関係者などとの交流を通じた地域交流会

□1/29 AZUMA 防災セミナー「非常食を考える

✔10/19 防災マップ探検隊 「AED 捜索大会」

□1/13 AZUMA 防災セミナー 
「避難所の衛生ってどうなってるの？」 

□2 月 AZUMA 防災セミナー 
「

沼は、児童の保護者への引き渡しが進む中、明らかに保護者ではなく、学校に
なじみのなさそうな人たちの存在に気がついた。声をかけてみると「つくば駅か
ら来た」と言う。激しい揺れが襲った直後、つくばエクスプレスは臨時運休とな
り、間もなくつくば駅も閉鎖されたとのことだった。 
日が傾き、薄暗くなる中もつくば駅方面から吾妻小に来る避

難者は続々と増え続けた。彼らは、東京方面からの通勤や筑波
山に観光に、つくばエクスプレスを利用していた人々。いわゆ
る「帰宅困難者」だった。避難者は最大時には、７００名を超
え、２１の教室に収容した。 

Event Calendar 

 
 

 

「あの時…」をつないでいく。 

「ケースメソッド」から知る、 
感じる、学びとる。 

広報委員が聞きました！ 

＃2 情報はどうする？ 
 
地域と学校が連携した防災教育モデル事業 

Event Calendar 
 
連載・吾妻小防災活動を支える“お父さん”からお話を聴く 
防災トリビア＃3 避難所の広さ 
 
広報委員会編集 

「吾妻小防災手帳」、作成中。2 月初旬 
ごろ、完成予定！ 

 

予告 JANUARY EVENT LIST 

1 月も、防災関連のイベントがたくさん！ 
 

vol.6 Contents 

 

A

 

1/13 TUE 29 THU 31 SAT 炊き出し訓練

 
 

どんな手帳になるかはお楽しみ…

 ?

早い？遅い？ 

複数の受信手段、

ツールの併用で備

えることが大切で

すね！ 

メールが使えるとは

限らない・・・ 
JANUARY  EVENT LIST 

 
予告  

↗

□1/31 炊き出し訓練「もちつき」



 



 

 

  

 
 

 

 

 

「AZUMA 防災セミナー」もあと 2 回 

「地域みんなで防災を考えていく」 
ということ。 

 
連載・吾妻小防災活動を支える“お父さん”からお話を聴く。

ライフライン＃3 電気 
 
地域と学校が連携した防災教育モデル事業 

12 月の防災関連イベントのご報告 
 
広報委員が聞きました！ 

＃３ 吾妻地区の避難所はどうなってるの？ 
 

予告 FEBRUARY EVENT LIST 

防災関連イベントのしめくくり！ 
 

vol.7 Contents 

 

A

FEBRUARY EVENT LIST 
 

予告  

 

12 月の防災関連イベントのご報告 

月 Event Calendar 
12/12 第3回AZUMA防災セミナー 12/13地域防災交流会 12/18 第4回AZUMA防災セミナー

｢災害の実体験を知る｣ 

岩手県山田町立山田南小学校 PTA   

小原 裕毅 氏、佐藤 吉孝 氏 

岩手県郷土芸能｢虎舞」鑑賞 

岩手県立釜石商工高等学校 

虎舞委員会 

｢災害対応を疑似体験する｣ 

筑波大学 システム情報系社会工学域助教  

太田 尚孝 氏 

自ら行動が原則

なのですね。 

 

1/29 THU 31 SAT 炊き出し訓練 2/21 SAT 

 
 



 



 

 

 

    

    

    

 

東日本大震災 被災地域との交流会 

02 03 01 吾妻小防災検定【初級編】 04 

06 05 

こんなことから始めました。 校長先生のふりかえり。 

こんなことをやりました。 07  吾妻小防災検定【中級編】 08 こんなことも、やりました。 

09 

PTA 会長・山中さんのふりかえり 

 

10 こんな方をお呼びしました。 11 こんなものをつくりました。 12 

 全 8 回お付き合い下さり、ありがとうございました。 

広報委員会企画編集「吾妻小防災手帳」。ぜひお役立てください！！→ 

吾妻小防災検定【上級編】 

７ 

☺

小中合同引き渡し訓練 

防 

８ 全 
防災キャンプ AZUMA防災セミナー 

岩 

虎 

ケースメソッド、安全・防災マップ 

来

る 

 

モデル事業もいよいよ終わりです。 
夏に始まった これだけは、おさえておきたい。 7 月 14 日。防災モデル事業、幕開け。 広報委員が聞きました① 

ちょっと難しくなります。 地域で防災を学び、スキルを身につけるために、 広報委員が聞きました② 

被災経験を地域で学び、共有する。 災害に「知」で備えるために、 この問題、解けますか？ 

今 

あ 
 

長屋さんのふりかえり 
学校地域防災力強化委員会地域コーディネーター 

 

Thank you !

モ 

吾妻小防災活動といえば、コレ！ 

広報委員が聞きました③ 

 

 

 





 
 

｢吾妻小防災手帳の使い方｣授業 
防災能力の向上コンテンツとして作成した｢防災手帳｣を用い、吾妻小１学年、吾妻中７学年では、防

災手帳の使い方や災害に対する備えについての授業を行いました。 
授業の実施あたっては、防災手帳の製作に協力した、｢吾妻小おやじの会｣のメンバーがゲストティー

チャー(GT)を務めました。また、当日は授業参観として保護者はもちろん地域の方にも参観頂き、防災
手帳の普及にも努めました。以下、１学年での授業の様子です。 
 
先生 : 今日は防災教室です。 

吾妻小学校のお父さん方がいろいろな事を教えて
下さいます。 
しっかりお勉強して、何かあった時に備えてほしい
と思います。 

GT : おはようございます。よろしくお願いします。 
今日は防災の話をしたいと思います。 
 
去年の 10月、お月様が大きくなったり、小さくなったりする月食を見た人？ 

子ども : (ぱらぱらと手があがる。) 
GT : 僕も子どもと一緒に 10 分おきにどれぐらい大きくなったかな、小さくなったかなと言い

ながら見ました。 
みんな、｢地震｣は知ってる？ 

子ども : うん。何回も(地震にあったことが)ある。 
GT : じゃあ、みんなに質問するよ。 

お月様にも地震はあるでしょうか？ 
子ども : (ある、ない、それぞれ叫ぶ) 
GT : あると思う人！ 
子ども : 多分ある！(大多数の子が挙手) 
GT : それでは、ないと思う人。 
子ども : (一人挙手) 
GT : 答えを言うね。実はお月様にも地震があります。 
子ども ： わ－い！ 
GT : でも、あってもなくてもいいんだよ。誰も住んでい

ないから、誰も困らないもん。地球だから困るんで
す。うさぎさんは困っているかもしれないけどね。 

子ども ： (笑い) 
GT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: それでは、防災手帳の話をしますね。 
袋を開けてみて下さい。(防災手帳 2冊、取扱説明書 1冊
が袋詰めしてあるものをあらかじめ配布) 
中にあるものを確認します。 
まず、袋。表と裏、青と灰色になっているんだけど同じも
のが(防災手帳)２つ。あと、小さいやつ(取扱説明書)。中
には全部で 3つ入っています。 
後は先生からお手紙と(防災手帳配布のお知らせ)と緑色の｢引き渡しカード｣というのが
後から渡されます。 
今日、おうちに帰ったら、今の３つと引き渡しカード、お手紙を一緒におうちの人に渡し
てください。 
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GT 今使うのは一つだけなので、残りは机の中にしまっ
てください。 
 
これの見方を説明しますね。こっちが青くて、こっ
ち(反対側)が灰色。 
みんなが読むのは青い方なので、青い方を上にして
机の上に置いて下さい。 
そして開きます。そうするとこの絵(自分で見ること
のページ)が出てきます。 
 
さっきお話ししたように、ここがお月様だったら、いくら地震が起こっても構わないけど、
地球では、地震でみんなが“けが”をしないように地震が起こったときにどうしてほしいか
ということがここに書いてあります。 
でも、ここをみんなで読むと、それだけで授業が終わっち
ゃうから、おうちに帰ったらおうちの人と一緒に読んでく
ださいね。 
いっぱい説明が書いてありますが、地震が来たら何から身
を守ったらいいのかを教えますね。 
 
地震が起きたら上から何かがおっこちてきたりします。 
何かが倒れてきたりするかもしれません。それから、飛んで来たり、動いて来たりするか
もしれません。窓ガラスが割れたりするかもしれません。そういうものから身を守ってく
ださい。ケガをしないようにしてください。 
 
でもこんないっぱいあるのに、どうしたらいいんだろう。
こんなにいっぱい手帳に書いてあることを覚えてられな
いよね、って思うので、すっげー簡単なものを１つ教えて
あげます。 
｢手帳に書いてあることを思い出せない｣、｢すぐにどうし
ていいかわからない｣、という時のために、これだけ覚え
ておいてほしいのがこれです。 
｢姿勢を引くして、頭を守って、地震がおさまるまでじっ
とする｣。これだけ。 
OK?みんなできる？ 

子ども : (みんな手をあげる) 
GT : みんな優秀ですね。 

じゃあ、お部屋の中で地震が起こったときの話をします。 
これ、みんなのお部屋もこんな感じ？ 

子ども : ぜんぜん違う！ 
GT : 全然違う？まず、どこが違う？ 
子ども : (それぞれに意見を言う) 
GT : これは、おうちのお部屋の一つね。お父さんのお部屋でも

いいし…。 
それでは、みんなはこのお部屋にいるときに、地震がぐらぐらぐら－って来ました。どこ
が危なそう？ 

子ども : 棚！ 
GT : 棚がどうなりそう？ 
子ども : 棚が揺れた時に本が落ちてきそう。 
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GT ： あとは？ 
子ども ： 窓が割れそう。 
GT ： あと危ないところはどこ？ 
子ども ： 恐竜が落ちてきそう。 
GT ： 頭にぶつけちゃうかも。これは、すっげーカタイ

恐竜かもしれないもんね。 
子ども ： ドアが閉まって出られなくなる。 
GT ： ドアがゆがんで出られなくなっちゃうかもしれない？ 
(一同) ： お－。すごい意見だな。 
GT ： あと、ほかは？ 
子ども ： 壁紙(額縁の絵)が貼ってあるところ。落ちそう。 
GT ： 時計とかも落ちてきそうだよね。 
子ども ： テレビ。 
GT ： テレビ、何で？ 
子ども ： 落っこちそう。 
  (緊急地震速報の音・子どもたち驚く) 
GT ： 地震来るかもしれない！ 

さっきやったよね。 
子ども ： みんな机の下にもぐる。 
  15 秒前…。5…4…3…2…1  

(何も起こらない) 
GT ： あれ、大丈夫だったみたい…。 

 
みんなこれ(低姿勢で頭を守る)、できたよね。 

GT : (お部屋の話に戻って) 
みんなさっき、みんなの家のお部屋はこんなお部屋じゃないって言ったでしょ。だからお
うちに帰ったら、おうちのお部屋を眺めてみて、｢これが危ない、あれが危ない｣と、お父
さんとお母さんとお話をしてください。いい？ 
 
防災手帳のお話の続きをします。 
今日、防災手帳でやってほしいのは、２つ。一つ目はみんなの
おうちを地図に書いて下さい。まず防災手帳を全部開きます。 
 

子ども ： どこかわからない－。 
GT  わからない？ 

分からない人はこれから緑の服を着たおじさんたちが手伝ってくれるから、それを書いて
下さい。 
そして、もう一つ。 
エキスポセンター、ロケットが書いてあるのが分かりますか？まん中の下あたりです。 
あった？ 
これ、みんなの見ているロケットと一緒？ 

子ども ： 色が違う。 
GT ： 色が違うでしょ？ 

これは塗り忘れたわけじゃないの。わざと塗ってないの。 
みんなが学校に来る途中とか、学校から帰る時に、ロケットがどんなふうに見えるのか、
色を塗ってほしいの。 

子ども ： えっ？ 
GT ： 考えたことない？ 
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子ども ： オレンジ色！ 
GT ： なので、どんなふうに見えているか教えてください。 

まず、みんなのおうちの位置を書いてほしいんだけど、おじさんたちが手伝いに行くまで
の間は、色塗ってて。どんな風な色か。 

子ども ： 僕(家の)場所、わかった。 
GT ： わかったら書いてみて。 

では、これから自分のおうちの位置を書きますから、鉛筆と色鉛筆を出して下さい。 
始めて下さ－い。 
お見えになっているお父さん、お母さんも、お手伝いしてくださるとありがたいです。 

子ども ： (作業に入る) 
GT ： ごめん、重要なことを言わなかった！ 

おうちのマークはこれです。これを書いて下さい。 
子ども ： (作業) 
GT ： みんなこっち向いて下さい。 

おうちから学校まで、いつもどうやって来ているかわかる？ 
子ども ： わかる－。歩いて。バスで。(いろいろな意見) 
GT ： 間違っているかもしれないけど、こうやって来ているんじゃないかなって線を引いて下さ

い。ロケットとかいつもどっちにあるか、考えてみて、線を引いてみて下さい。 
 
お願いが一つあるんだけど、今、(手帳を)２つ渡したよね。開いてない方は書かないで。

子ども ： どうして？ 
GT ： おうちに帰ったら、こっちに、お父さんとお母さんに書いてもらいます。それで、自分が

書いたのがあっていたか、後で答え合わせをおうちでしてほしいから。 
こっちにも書いちゃうと、両方ともあっているかもしれないし、間違っているかもしれな
いし。 
それでは、どうやって学校に来ているか、自分で線を引いてみましょう。 
色鉛筆で！ 

子ども ： 何色で？ 
GT ： 何色でもいいよ。 
 ： (作業にもどる) 
GT ： じゃあ、こっち向いて！出来た？ 
子ども ： 出来た！ 
GT ： さっきもお願いしたけど、こっち書いたよね。 

なので、こっちはお父さんとお母さんに書いてもらって、今日、答え合わせをしてくださ
い。いいですか？ 
間違っていたら、こっち、直しておいてね。 
間違ったままだと、間違った道を来ることになっちゃうからね。 

GT ： みんな、学校に来るまでの道を書けたね。 
じゃあ、質問をします。 
朝、学校に来る途中の話です。 
家を出て、学校に行く途中、大きな地震が起きました。みんなランドセルもって、学校に
行く途中。道を歩いているところです。 
そんな時はどうするんだっけ？ 

子ども ： 頭を守って、じっとする。 
GT ： そうだね。 

で、地震がおさまったら、道路には気が倒れたり物が落ちてきたりしています。でも、大
丈夫でした。ケガをしませんでした。 
みんなは、学校があるかわからないから、帰っちゃう？それともそのまま学校に行く？ 
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家に帰る人？ 

子ども ： (パラパラと挙手) 
近かったら学校に行く。 

GT ： じゃあ、学校に行く人？ 
子ども ： (ちらほら手が挙がる) 
GT ： そうだね、学校が近かったら、学校かもしれないしね。 
子ども ： コンビニとかに入る。お友達のおうちに入る。 
GT ： 今、おうちに帰るって言った人も、学校に行くって言った人も、コンビニに入るって言っ

た人も、お友達のおうちに入るって言った人も全部正解。 
だけど、お父さんとお母さんが｢うちの子どうしたんだろう？｣って探しに来ます。どこに
いるかわからないと、とっても困ります。自分はコンビニに入って｢もう、大丈夫。アイ
スクリームももらったし…｣となっていても、お父さんとお母さん、とっても心配するか
もしれません。 
｢お友達のおうちに入って、もう安心｣と思っても、お父さんとお母さんは心配するかもし
れません。 
だから、学校に行く、一人の時に地震が起きたらどうするかは、おうちの人とお話をして
ください。で、それを書くところがあります。 
ここを、おうちの人と相談して、お話をして、｢僕が学校に行く時に地震に遭った時に、
僕はどうすればいい?そのまま学校に行った方がいい？おうちに帰ってきた方がいい？っ
てお話をしてみて下さい。 
おうちによってはお父さんもお母さんも働いていて、みんなは知らないけど、みんなが家
を出た後、お仕事に行っちゃうおうちもあるかもしれません。そうすると、地震が起こっ
て家に帰ったら、鍵がかかっていて、入れない！ってなるかもしれないから、遠くても、
学校に行く約束の方がいいかもしれない。 
だから、ここはおうちの人と相談をして、書いておいてください。 
できる人手を挙げて！ 

子ども ： (みんな手があがる) 
GT ： みんな偉－い！ 
子ども ： やることいっぱいある－。 
GT ： やることいっぱいあるけど、最後、これだけ。 

これを今日、おうちにもって帰るよね。書いたらみんな、これはランドセルに入れておい
てね。いい？困ったら、近くの人にこれを見せて、｢僕はどうすればいいですか？｣と。そ
うすれば大人の人は見てくれるから。中学生でも見てくれるから。上級生も見てくれる。
だから、分からなくなったら、｢僕はどうすればいいですか｣って見てもらってください。
出来る人？ 

子ども ： (みんなの手があがる) 
GT ： おじさん、今日、とても安心…。 

今日のおじさんたちのお話は、これで最後です。どうもありがとうございました。 
担任 ： 今日、いろんなことを教わりましたよね。 

もし、災害がおきたときに、今日教わった中で先生はやっぱり一番最初に教えてもらった、
姿勢を低くして、頭を守って、っていうのが、大事かなって思いました。それならみんな
簡単だよね。何も物がなくてもできるよね。 
おうちに帰ったら、今日のことをよくお話をして、お
うちの人と相談をしてください。いいですか？ 

子ども ： はい。 
担任 ： 今日はありがとうございました。 
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