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竜巻災害における小・中学校の対応 
～竜巻災害を受けた学校の復旧と授業の再開～ 

(つくば市立北条小学校・筑波東中学校) 

 
 

概要 

つくば市北条地区は、城山(じょうやま、多気山：たけやま)の南麓に位置する旧筑波町エリアの中心

地域である。 
現在、中心地域に商店街を形成しているメインストリート(県道 138 号線)は、戦国時代末から江戸初

期にかけて整備されたと考えられている。 
平成 24 年 5 月 6 日に発生した竜巻では、地区の中心地域に甚大な被害をもたらし、つくば市立筑波

東中学校では生徒が被害に遭うとともにつくば市立北条小学校では学校施設にも被害を生じた。 
この様な中、児童・生徒の学校生活を可及的速やかに取り戻すべく様々な対応が、学校関係者に求め

られた。その結果、学校教職員の尽力はもちろんのこと行政およびボランティアの協力により、極めて

短い期間での授業再開が実現した。 
しかしながら、これらの貴重な経験は、人事異動などにより当事者が現場を離れるとともに当事者自

身の記憶も曖昧なものとなり、失われつつある。本資料は、上記を踏まえ、当時の関係者へのヒアリン

グ調査などを通じ、取りまとめたものである。 
 

本資料の 大の目的は、竜巻災害による学校教育現場の出来事を取りまとめた記録を読むことで、当

時の“修羅場”的な現場の状況を疑似体験していただくことにある。近年、我が国において多様な災害

(地震、集中豪雨、竜巻、火山噴火など)が頻発していることから、本資料が、学校関係者、地域住民な

どの地域防災関係者に様々な気づきを与えてくれることを期待する。 
さらに、｢災害時のイメージトレーニングのための具体事例｣として利用するなど、読者による発展的

な活用も期待している。例えば、本ケースでは、被災を受けた小学校の休校期間は２日間となっている

が、“学校や児童・生徒宅の被災状況、学校が避難所となった場合、などを踏まえた休校期間の検討”

などの発展的な“修羅場”的な想定をする教材として本資料を活用することが考えられる。
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つくば市立北条小学校・筑波東中学校 

北条小学校は、1874(明治 7)年 7 月 21 日に筑波山麓の梅松山光明寺無量院で創立。1978(昭和 53)年 5

月 20 日、現在地に移転。 2013(平成 25)年 4 月 1 日、山口小学校を統合。2014(平成 26)年 11 月 29 日

には、創立１４０周年記念式典を実施。通学区域は、北条、君島、泉、小泉、山口、平沢。校訓は、｢正

しく、明るく｣。 

筑波東中学校は、1966(昭和 41)年、旧田井中学校と旧北条中学校が統合し発足。1967(昭和 42)年、

小田中学校を統合、1968(昭和 43)年、筑波中学校を統合。旧筑波町で桜川の東側の地区における中学校

である。校訓は、｢文武両道｣。 

平成２４年度からは、筑波東中学校および同校の通学区域小学校４校(筑波小学校、田井小学校、北条

小学校、小田小学校)との間で｢つくば紫峰学園｣(施設分離型小中一貫校)を形成している。小中一貫校で

は、｢共通の教育目標、指導内容、指導方法を設定し、それらを小・中学校の全職員が理解し、さらに、

小・中学校の保護者・地域の協力のもとで実施される教育｣と定義付け、小学１年から中学３年まで一

貫した教育カリキュラムを実践している。 

2017(平成 29)年 4 月より、施設一体型小中一貫校｢紫峰学園(仮称)｣が旧筑波庁舎跡地に開校予定であ

り、それぞれの学校は、2017(平成 29)年 3 月に閉校となる。 

 

平成２４年５月６日に発生した竜巻によるつくば市の被害 

(｢気象庁資料 –平成 24 年 5 月 6 日に発生した竜巻について(報告)：平成 24 年 6 月 8 日｣および 

｢つくば市災害対策本部資料：平成 2５年４月２６日｣より) 

突風が発生したとされる時刻直後(13 時)のつくば市の気温は、25.6 度。同時期の平年の 高気温 21.3

度を上回る暖かさであった。気象庁によると、この時のつくば市上空約 5,500 メートルには氷点下 21

度以下の強い寒気が流入し、この寒暖差で強い上昇気流が発生して大気の状態が不安定になり、積乱雲

が発達。12 時 35 分頃に竜巻が発生し、常総市からつくば市にかけて時速約 60km で移動したとされる。

気象庁の現地調査の結果、この竜巻による被害延長は、約 17km、幅約 500m に及び、藤田スケールで

示される竜巻の強度は、Ｆ３(風速 70～92m/s)と推定される。 

なお、同じ頃、栃木県真岡市～益子町～茂木町～茨城県常陸太田市、茨城県筑西市～桜川市、福島県

会津美里町でも竜巻の発生が確認されている。また、つくば市内では、非常に強い雷雨、雹が発生した。 

つくば市による状況の把握は、当日 12 時 46 分に竜巻によるケガ人の情報が市消防本部に入電した。 

人的被害は、死者 1 名、負傷者 37 名(中等症：5 名、軽症：32 名)。住家等の被害は、北条地区を中

心に、1,114 棟(北条地区の居宅被害、全壊：79 棟、大規模半壊：31 棟、半壊：142 棟)に及び、工業団

地の工場などでも 41 棟の被害が報告されている。この他、竜巻発生直後より約 21,000 世帯の電力の供

給停止をはじめ、停電に伴う断水、NTT 電話の停止、道路通行規制(3 路線)などを生じた。 

学校をはじめとする公共施設の被害は、北条小学校、筑波幼稚園、北条保育所、市営住宅(北条団地)

等が被災し、ガラスの破損等の被害を受けた。 
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真夏のように暑い日だった 

平成２４年５月６日(日)、ゴールデンウィーク 終日となるこの日、つくば市立筑波東中学校長の倉

田は、連休からの学校再開に備え、朝から校長室で仕事をこなしていた。 
普段の週末は、校庭から部活動による生徒や顧問教員のかけ声などが聞こえてくるが、翌日に中間テ

ストを控え、テスト期間として部活動を休止していたため、生徒はもちろんのこと教職員も倉田以外に

は誰も学校にいない、珍しく静かな時間であった。 
陽も昇り暑くなってきた１０時半頃、倉田は仕事に区切りをつけ校舎を出た。校門近くで遊ぶ小さな

子どもを連れた母親の姿を見かけ、｢今日は暑いですね｣と声をかけて帰宅した。 
つくば市の中心地区に程近い東岡の自宅に戻った倉田は、暑さが一層増す中、｢NHK のど自慢｣を見

ながら昼食を取っていたところ、周りが急にうす暗くなり、冷たい風が吹いてきたことに気がついた。 
 一方、同じ頃、つくば市立北条小学校長の大熊は、つくば市小田の自宅で出かけている家族からの電

話を受けた。｢今、“筑波の辺り”にいるけど、雹が降っている。車にごつごつ当たって、ちょっと怖か

った｣とのことだった。来客があり午前から部屋の中で過ごしていた大熊は、外の様子を気にかけてお

らず、天候に異変を感じることは無かったが、雹はもっと暑い季節に降るものと認識していたため、｢こ

んな時期に雹？、変な天気だね｣と家族に答え、電話を切った。 
 
竜巻発生 

 大熊が受話器を置くとほぼ同時に再び電話が鳴った。電話の主は北条小学校教頭の梶田だった。 
｢学校周辺で竜巻が発生して、学校の窓ガラスがたくさん割れているようです。その影響で防犯セン

サーが反応し、警報音を聞いた学校近くの保護者から中村先生(５学年担任)へ連絡が入ったそうです｣

とのことだった。大熊は、｢すぐに学校に行きます。全教職員に参集をかけてください｣と伝え、車に飛

び乗り北条小学校に向かった。 
 同じ頃、倉田にも筑波東中学校教務主任の青木から電話が入っていた。｢先ほど中学校の近くを通り

かかったところ、北条の方向に竜巻の様なものが見えました。一応、学校に立ち寄りましたが、特に異

常はなさそうです｣とのことだった。 
倉田は、｢それは良かった。ご苦労様｣と青木に声をかけ、電話を切った。しかし、倉田が胸をなで下

ろしたのもつかの間、再び電話が鳴った。今度は、教育委員会からの連絡であった。｢北条で竜巻が発

生したようだ。負傷者も出ているようで、救急車が出動したという情報が消防部局より来ている｣との

ことだった。 
倉田もすぐさま学校に向かった。 

 
怪獣が来たようだった 

 大熊が、小田から北条に向かう道のりは、混雑していた。 
 特に、北条のメインストリートである県道 138 号線に入るとひどい

渋滞になっていた。北条小学校へは、県道 138 号を北側の方向に超え

なければならないため、大熊は、仕方なく途中の八坂神社付近に車を

停めおき、歩いて学校に向かった。 
北条の中心地区が近づくにつれ、何本もの電柱が倒れ、瓦やトタン

板などの瓦礫が飛び散っており、さながら怪獣が暴れた後のような凄

惨な状況が、大熊の目に飛び込んできた。 
大熊が学校に到着すると玄関の前に、教頭の梶田と５学年担任の中

村、PTA 会長の菊池の３名が大熊を待っていたかのように集まってい

た。 
大熊は、梶田に体育館を含む校舎周辺の状況確認、中村に校舎のガ

ラスなどの破損状況の確認を指示し、地域住民である菊地から北条地

区の状況の報告を受けた。 
梶田、中村の初期点検により他の教職員が参集するまでに判明した

被害は、屋外ではバスケットゴールの転倒、校舎前とプールへ向かう

坂道での倒木、プールのフェンスの倒壊、｢よい子の坂道｣と呼ばれる
竜巻発生直後の北条市街(県道１３８号
線)の様子(つくば市 HP より) 
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正門前の坂道の南側に位置する文化財(矢中の杜)の壁の損傷、校舎および体育館では、窓ガラスの損傷

などであった。特に校舎のガラスの損傷は約 70 枚に及んでいるとのことであった。 
さらに、児童の安否確認をするよう順次参集してきた教職員に指示し、各クラスの担任が中心となっ

て進めた。担任が参集できていない学年では、その学年の状況をよく知る者が替わって安否確認を行っ

た。 
その後、詳細な学校施設の被害状況を把握するため、学校に駆けつけた教育委員会教育指導課の職員

と PTA 関係者に校舎内および学校敷地内の点検を依頼した。また、学区内における被災の全容を把握

するために、教務主任の岡田と PTA 会長の菊地を北条の中心地区に向かわせた。 
 

児童・生徒の安否確認 

大熊は、現場の第一報を教育委員会に伝えるため、校舎玄関と職員室を何度も往復し、教職員や学校

にやってきた人達からの情報をまとめ、校長室の電話で連絡を取ろうとした。 
しかし、受話器からは、ビープ音すら聞くことができず、発信の際に優先扱いとなるはずの災害時優

先電話を含め全ての回線が使用不能であった。大熊は、電話線が物理的に切れていると判断し、自身の

携帯電話を使って連絡を取ることにした。 
同様に各クラスの担任による児童の安否確認のための電話連絡もそれぞれの教職員が自身の携帯電

話を用いた。しかし、竜巻の被害が大きかったと想定される北条地区に住む児童宅を中心に電話が通じ

ない家庭が多くあった。 
大熊は、担任を持っていない教職員に、北条地区の児童宅への家庭訪問を指示し、児童の安否確認と

児童宅の様子などの調査を依頼した。 
その際、単独行動を取ることはさせず、必ず PTA 役員などと２名以上のグループで調査にあたらせ

た。また、調査に出た教職員との連絡が取れなくなることを懸念し、１時間程度で学校に戻り報告する

ように伝えた。 
家庭訪問では、竜巻被害の混乱の中、不在にしている児童も多くいたが、近隣住民の情報から、ほと

んどの児童の安否を確認することができた。中には、被災直後の片づけ作業で手にケガを負った児童が

いることも判明したが、幸い、竜巻により直接大きな被害を受けた児童はいないようであった。近隣住

民からの情報で多くのことが把握できる環境は、北条の古くからの地域コミュニティの強さであった。 
また、外出先から電話をかけ、｢テレビを見たら北条が大変な状況になっているようだけど、無事で

す｣と児童の安否を知らせてくれる保護者もいた。 
判明した児童の安否は、各クラスの名簿を用いて整理し、その日の夕方にはほとんどの児童の安否が

確認された。ただ一人、発災当日に連絡が取れなかった児童がいたが、翌朝には無事を確認することが

でき、北条小学校の全児童が無事という形で安否確認を終えた。 
なお、発災当日に連絡を取ることができなかった児童についても、自宅を訪問した際に近隣住民より

竜巻発生時には遠方に出かけていたことを確認しており、竜巻の被害には遭っていないことが判明して

いた。 
一方、筑波東中学校でも、倉田が学校に到着して直ちに全職員に招集をかけ、各クラス担任にすべて

の生徒の安否確認をするように指示した。 
 筑波東中学校では、幸いなことに竜巻発生後も、学校の一般電話回線を問題なく使用することができ

たが、電話が通じない生徒宅へは、北条小学校同様に教

職員を走らせた。生徒の安否確認は、日が暮れた後も続

けられた。しかし、学校を含む北条地区は停電していた

ため、発電機を回し、明かりを灯しながらの作業となっ

た。筑波東中学校で全て生徒の安否を確認できたのは夜

の７時頃であった。 
 
学校施設の被害状況 

安否確認と並行してそれぞれの学校で行われた詳細

な施設点検の結果、筑波東中学校では、校舎などに被害

がないことが改めて確認された。 
校舎の窓ガラスの被災状況(段ボール、ガムテープによる仮復
旧状況)。5/7 撮影。 
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北条小学校では、３階建て校舎の２階・３階は、多く

の窓ガラスが激しく割られ、吹き込んだ風で室内は滅茶

苦茶に荒らされていた。部屋の中に飛び込んできたガラ

ス片や割れた瓦のかけらは棚の壁の隙間や床の隙間に

入り込み、壁や床、よく見ると机や椅子にも刺さってい

た。さらに、どこから飛んできたか解らないような葬式

用の花輪の一部が教室に散乱していた。窓ガラスの被害

は、詳細点検の結果、１００枚を超えていた。 
一方、１年生の教室や職員室、校長室がある１階は、

外壁や外窓に泥などが飛び散ったり、一部の窓ガラスに

ヒビが入ったりしているものの室内に異常はなかった。 
また、体育館でも、建物上部にある窓ガラスが何枚も

割れ、床には割れたガラスや小石が散乱していた。さら

によく見ると天井にも穴が空いていた。 
このため、校舎２～３階や体育館へ無防備に足を踏み

入れることは危険な状態であった。 
なお、ライフラインは、電話、電気、水道に異常が生

じていた。 
一方、屋外の被害は、校庭ではバスケットゴールが転

倒防止の杭が設置されていたにもかかわらず、強風によ

りなぎ倒されていた。その他の遊具に目立った被害は見

受けられないものの校庭には様々なものが飛散してい

た。 
また、校舎、校庭より、一段低い場所に位置する、プ

ールもひどい状況となっていた。校舎からプールに向か

う階段には大木の幹ほどの太さのある枝が折れて倒れ

かかり、鉄パイプでできた手すりを変形させていた。プ

ールに降りると、周りを囲むフェンスは激しく倒壊し、

プールサイドには、ガラスや瓦の破片が散乱していた。

防火用水として水が溜められた水槽の中にも、大量の瓦

礫が入りこんでいた。 
６月のプール開きを前に、大熊は、｢これは、たいへ

んなことになった｣と感じた。 
 
工夫した情報集約と綱渡りだった連絡体制の確保 

北条小学校では、児童の安否確認や学校施設の点検に

よって把握された情報をホワイトボードに書き記して

とりまとめた。職員室にあったホワイトボードだけでは足らず、会議室や特別教室よりホワイトボード

を運び、 終的に３枚のボードを駆使した。 
同様の情報集約は、筑波東中学校でも実施され、校長室に模造紙や地図を広げて情報をとりまとめた。 

 このようにして、それぞれの学校で、教職員および PTA などの関係者間でリアルタイムな情報共有

がなされ、安否の確認が取れていない生徒・児童の氏名もつぶさに共有された。 
また、家庭訪問による安否確認の際に把握した学区内の被災状況も併せてとりまとめた。これにより、

竜巻による被害は北条地区周辺に集中しており、その他のエリアにはほとんど被害がないことが判明し

た。 
 北条小学校から教育委員会への情報伝達は、ホワイトボードの画面を携帯電話のカメラで撮影し、そ

のまま電子メールに写真を添付して教育委員会教育指導課に送信することで報告に代えた。 
電気、電話が途絶し、パソコンやファックスが普段通り使うことができない状況の中、これ以外の方

プールの被災状況。フェンスが倒壊し、水槽に瓦礫が浮いてい
る。5/7 撮影。 

プールに向かう通路を塞いだ倒木の様子。手すりに折れた大
きな枝が直撃し、大きく変形しており、衝撃の大きさが伺える。
5/7 撮影。 

竜巻発生直後の校庭の様子。バスケットゴールが転倒している
るのが判る。 

写真提供：北条 FC(未確認)
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法が無かったためであるが、ホワイトボードにまとめた情報を書き写したり、ワープロでタイプしたり

する手間が大幅に軽減され、何より も迅速な情報伝達手段となった。 
 なお、携帯電話は、災害時特有の繋がりづらい状況は発生せず、外部との連絡は常に問題なく取るこ

とができた。 
しかし、大熊は、携帯電話の電池切れによって唯一の連絡手段を絶たれることを懸念し、通話のたび

に減っていく電池の残量が常に気になっていた。発電機などの資機材の備蓄もない中、携帯電話の充電

ができない状況であった。 
また、大熊の携帯電話は、北条小学校の連絡窓口としての役割を一手に担っていたため、常に電話が

鳴っている状態となってしまい、情報伝達のボトルネックになるとともに電池の消耗に拍車をかけてい

た。このため、外部からの連絡体制を教頭の梶田と分担し、大熊の負担を減らした。 
そんなとき、大熊の前勤務地の職員が機転を利かせ、土浦市内のコンビニエンスストアから電池で携

帯電話に充電ができるキットを購入し、届けてくれた。これにより間一髪の綱渡りで、通信体制を途切

れさせることは無かった。 
 
休校と授業再開の判断 

竜巻の来襲により、翌日以降の授業実施が困難なことは明白であった。 
学校施設が被害を受けた北条小学校はもちろん、施設に直接被害がなかった筑波東中学校でも電気・

水道の供給が止まっていたため、倉田も早い段階より、翌日の授業実施は困難だと感じていた。 
 また、北条地区のメインストリート(県道 138 号線)の電柱が倒壊したり、瓦礫が散乱したり、という

状況から、通学路の安全確保のための点検も必要となっていた。 
５月７日(月)は、北条小学校では、連休前に実施した休日授業(PTA 総会)の振替休日としていたため

そのまま休校とし、筑波東中学校では、臨時休校とすることが決定された。それぞれの対応は、電話連

絡網を通じて児童・生徒に伝えられた。電話での連絡が困難な児童・生徒宅には、直接伝言に赴いた。 
 
並行して、学校再開時期についての協議、調整が行われた。教育委員会では、｢被災を受けた児童・

生徒の心のケアのためには学校での友人との時間を一日でも早く提供するべき｣と考えた。また、自宅

を離れ学区外の親戚宅などに避難している児童・生徒の存在も安否確認で解っていたため、｢学校が何

よりも早く発災前と同様の日常を取り戻すべき｣とも考えた。竜巻発生後の避難生活が日常となり、そ

のまま避難先の学校に転校していく児童・生徒もいた。 
これらを踏まえ、休校期間は２日間とし５月９日(水)から学校を再開することが、教育委員会より北

条小学校長の大熊と筑波東中学校長の倉田に提案された。 
一日も早く授業を再開する方針とその考え方は、倉田も同意見であり、筑波東中学校は学校施設に被

災がなかったことから、教育委員会の提案を受け入れた。筑波東中学校では、５月７日(月)の内に体制

を整え、予定を１日前倒して５月８日(火)より学校を再開した。 
 
一方、大熊は学校施設の被災を目の当たりにして、｢２日間で安全に児童を迎え入れるレベルに各教

室の復旧ができるだろうか｣と頭を悩ませた。 
このため、学校に参集している教職員に教育委員会の意向を伝えるとともに、学校再開に向けたスケ

ジュールについての意見を求めた。被害の惨状を見ているほとんどの教職員は、｢一週間程度は、休校

とならざる得ないのでは｣と考えていたため、教育委員会の意向を聞き、｢大丈夫だろうか？｣と不安を

感じ、様々な意見が出た。 
特に、１学年の担任で保健主事でもある石野は、率直に、｢無理ではないでしょうか？｣と、拙速にも

思える教育委員会の考えに疑問を投げかけるとともに、参集時に自らが見てきた街の様子を踏まえ、｢児

童を迎えるにあたっては、学校施設だけでなく、通学路の安全確保も必要です｣との意見を出した。 
大熊は、教職員の意見を聞き、それらをまとめ、教育委員会と再度調整をするため、校長室に戻った。 
 
その結果、通学路などの登下校の安全確保については、教育委員会が全面的に協力することを約束し、

｢北条小学校の教職員は、とにかく早く児童が学校に戻れるようにする環境整備への尽力をお願いした

い｣という依頼がされた。大熊は、もっと時間が欲しいと思いつつ、 終的に教育委員会の方針に理解
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を示し、５月９日(水)に学校を再開する決定を受け入れ、２日間全力で復旧作業にあたることにした。 
 こうして、北条小学校は９日(水)からの授業を再開することが決定し、各児童に伝えられた。 
 
竜巻来襲後の夜に向けて 

大熊は、電気、水道、電話などのライフラインが途絶している状況を踏まえた日暮れに向けた準備と

して、水の確保を指示した。北条小学校では、屋上のタンク(高地水槽)に一旦汲み貯めた水を使用して

いるため、竜巻来襲後の断水している状況でも、蛇口からは水が出た。しかし、無計画に水が消費され

ることを懸念した大熊は、飲料用に使用する水と手洗いやトイレの洗浄に使用する水を分けて汲み貯め

るように指示し、それぞれ適切な容器に汲み、廊下に並べた。 
床の飛散物の清掃を行ったとはいえ、停電で照明もつけられない中、日暮れ後に２階以上のフロアに

バケツを取りに行くことは危険を伴うため、明るいうちにバケツをかき集め作業に入ったが、水を汲み

終えた時にはすっかり暗くなっていた。 
 
竜巻発生直後からの様々な対応では、多くの協力者が来校し、北条小学校の教職員を支援した。教育

委員会教育指導課の職員は発災直後に駆けつけ、今後必要となる対応の助言や市役所との連絡窓口とし

ても献身的に動いた。また、多くの保護者も来校し、作業を手伝った。 
 そんな中、隣接する筑波東中学校長の倉田より大熊に、｢何か必要なものはないか？｣と連絡があった。 
北条小学校が被災したとの情報を聞きつけての連絡であったが、筑波東中学校も生徒の安否確認など

で慌ただしい中、大熊を気遣っての倉田からのエールであった。大熊は、今後の作業に電気が不可欠で

あると判断し、発電機の調達を依頼した。 
倉田は、筑波東中学校で備蓄していた発電機に加え、学校保護者に発電機の調達を依頼するとともに

以前勤務していた吾妻学区の中学校からも発電機を借り受け、合計３台の発電機を調達し、北条小学校

に届けた。 
日が暮れた後の北条小学校の職員室では、一時ろうそくと懐中電灯で明かりを灯したが、筑波東中学

校から届けられた発電機を用いて何とか作業ができる環境を確保した。 
真っ暗になった学校では、窓ガラスも割れ、防犯センサーも機能していないことから、いわゆる火事

場泥棒に備え、一晩中、学校および周辺の見回りを実施した。実際に、被災エリアでは空き巣事件など

の発生が後日報告されており、被災当日の夜には学校周辺にも見知らぬ人たちが徘徊する姿が目撃され

た。見回りでは、人影を見かけるとその都度声をかけて防犯に努めた。 
 
学校の再開にむけて 

・通学路の安全確保 

 児童・生徒の通学路は、北条地区のメインストリートである県道 138 号線を中心に、竜巻による様々

な危険が生じていたが、発災直後からの片づけや復旧作業により、その状況は刻々と変化していた。 
北条小学校では、竜巻発生の翌日から石野を中心にしたメンバーに教育委員会より派遣された職員も

加わり、授業再開時の通学路についての検討を行った。 
まずは、各地区担当の教職員が、全ての通学路を実際に歩き、通行への障害や代替となる安全なルー

トの確認を行った。その上で、点検結果を地図に展開し、竜巻により被災を受けたエリアや道路状況を

書き込むとともにどこを通れば安全か、と言った検討を踏まえ、当面の代替通学路を設定した。 
 その結果、県道 138 号線は通学路としては使用不可とし、南側に位置する裏堀用水路の側道を使用す

ることとした。 
裏堀用水路沿いも竜巻により被害を受けていたが、比較的電柱が少なかったため、たれた電線などの

危険性も小さかった。また、県道 138 号線北側の城山沿いのルートも臨時の通学路とした。 
学校を再開した５月９日(水)朝の登校時には、地区担当の教員が各登校班の集合場所まで赴き、児童

を引率して安全なルートに誘導した。また、下校時にも、竜巻による被害を受けていない安全なエリア

まで引率した。これらの措置は、北条市街の竜巻による被害からの復旧期にあたる、７月頃まで続けら

れた。 
一方、筑波東中学校では、学校を再開した 5 月 8 日(火)の登校時に職員らが通常の立哨箇所に加え、

危険箇所付近や迂回ルートで立哨を行い、生徒の安全確保に努めた。また、下校時の立哨は普段実施し
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ていないが、生徒の安全を鑑み実施した。生徒のための立哨は２週間程度続けられた。 
これらの対応には、教育委員会、青年会議所などからも人員の応援があった。 

 
 なお、登下校時の立哨にあたっては、倉田は教員にマスコミ対応の指示をしていた。竜巻発生直後か

ら北条に多くのマスコミが訪れており、被害の惨状を全国に伝えていた。授業の再開も大きなニュース

になると察知した倉田は、マスコミが児童・生徒にインタビューをしたり、不用意に話しかけたりする

ことがないように注意を払うよう伝えた。 
 
・トイレ用水の確保 

北条小学校の学校再開にあたっては、上水道が止まっていたため、トイレを流す水の確保が必要であ

った。発災当日に大熊の判断により、高地水槽の水は、飲料用とトイレ用に分けて汲み貯められていた

が、学校再開にあたり児童のトイレ用としては不足することが懸念されたため、２日間の休校中にプー

ルの水をバケツに汲み貯めた。 
プールの水槽には、様々な瓦礫が入り込んでいたため、上澄みをすくうように瓦礫が入らないように

注意して水を汲んだ。さらに、プールは校舎の丘の下にあるとともにプールに続く坂道では竜巻による

倒木もあり、大変な重労働であった。 
北条小学校に水を供給している上水道は、５月７日(月)に復旧したが、高地水槽を要する北条小学校

で蛇口から水が利用できるようになるには、揚水ポンプを稼働させる電気の復旧を待つ必要があった。 
５月８日(火)の日中(８時３０分～１７時)は給水車が北条小学校にやって来て、授業再開に向けた復旧

活動に必要な水は十分な量が補給された。電気は８日に復旧し、学校に児童を迎えた時点では通常通り

トイレを使用することができた。 
 
・教室の復旧 

 北条小学校の校舎復旧では、発災当日から市教育委員会職員や学校に駆けつけた保護者らの協力によ

り、教室のガラスの補修などにあたった。 
翌日の７日(月)以降は、９日(水)からの学校の再開を見据え、児童が普段の生活で も使用する各クラ

スの普通教室の復旧を優先した。 
例えば、窓ガラスの復旧では、理科室や家庭科室などの特別教室から、ガラスが損傷していないもの

を窓枠ごと外し、普通教室の窓と交換した。ある職員がどの教室も窓枠の規格が同じであることに気が

つき対応したものだった。それでも、損傷した状態で残った窓ガラスは、ガラスのヒビ、損傷程度が比

較的低い物を残すようにして、段ボールとガムテープで補強を行った。 
 
・復旧に向けた支援の輪 

北条小学校の学校再開に向けた復旧作業には、多くの協力者が駆け付けた。 
発災翌日の７日(月)には、倉田の呼びかけにより、北条小学校を除くつくば紫峰学園(筑波東中学校、

筑波小学校、田井小学校、小田小学校)、つくば百合ヶ丘学園(筑波西中学校、田水山小学校、作岡小学

校、菅間小学校)の各校の校長と PTA 役員などによる応援が早朝より北条小学校に訪れた。 
また、つくば市学校校長会会長の大塚からは、｢校長会で手伝えることはないか、何でも言ってくれ｣

との申し出があった。大熊は学校の再開に向けて、｢一人でも多くの人手が欲しい、掃除などをお願い

したい｣と思いつつ、発災翌日は筑波東中学校、北条小学校以外は通常授業であったため、一旦は言葉

を飲み込んだ。しかし、大塚からの再度の申し出を受け、好意を受けることにした。その結果、午後か

らは市内の全校から 2～3 名の幹部クラス職員が北条小学校に駆け付け、掃除のための雑巾や補修のた

めのガムテープなどを持ち寄った。 
 発災の翌々日となる８日(火)には、北条小学校復旧の支援の輪は、地域住民や各地からの一般ボラン

ティアにまで広がった。 
 
・給食 

学校の再開にあたって、北条小学校では、９日(水)、１０日(木)の２日間は、午前中のみの短縮授業と

することが決定されていた。 
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大熊は、この決定にあたり午前のみの授業ではあるが、給食を児童に提供することを強く要望した。

なぜならば、被災した家庭では、炊事が困難であったり、保護者らが片付けに忙殺され昼食の用意が困

難であったりしており、それらに配慮した女性校長ならではの要望であった。 
こうして、筑波市東中学校、北条小学校ともに学校再開当初より給食が提供された。 

 
学校の再開 

 竜巻の発生から 2 日が経過した５月８日(火)、一足先に筑波東中学校が再開し、生徒は、通学路の立

哨に立った教職員に見守られながら登校した。学校への登校時刻は通常通りとしたが、登校の安全確保

や生徒の状況確認などで１時間程度遅れての始業となった。 
授業再開に先立ち、体育館で全校集会を実施し、校長の倉田より生徒らに起こったことを説明すると

ともに、｢これからも学校全体で協力して頑張っていこう｣と声をかけた。 
当日は、２０社以上のマスコミが来ていたが、その全ての対応に倉田があたり、質問はすべて自分に

求めるように依頼した。また、登校時にも生徒に声をかけないように、体育館での全校集会も後方から

の撮影のみとして生徒が映らないように、生徒の動揺を誘わないための配慮を求めた。 
 
 翌９日(水)、窓ガラスなどに竜巻の爪痕が残る状況ながら北条小学校にも児童が戻ってきた。 
そんな中、自宅で竜巻に遭遇し、その時の恐怖がトラウマとなってしまい、｢怖いよ。お母さんと離

れたくないよ｣と、泣きながら母親に手を引かれて登校してきた１年生の児童がいた。１学年担任の石

野は、母親と相談の上、教室で友達の顔を見れば落ち着くのではないかと判断し、｢みんないるから、

大丈夫だよ｣を声かけながら、教室まで誘導した。 
その児童は、あらゆるものに不安を覚え、上履き履いていても、｢何か、何か入ってない？、大丈夫？｣

と何度も石野にたずねてきた。石野は上履きを脱がせ、中を一緒に見て、｢ほら、何もないよ｣と児童が

不安を訴えるたびに丁寧に対応した。 
 一方、6 学年担任の小野村は、無事に登校できた６年生全員に、安心感を与えるように心掛け、一人

一人に声をかけた。また、教室では、｢竜巻が来たことは大変な事実ではあったけど、これを教訓にし

てみんなで頑張っていこう｣と子ども達に伝えた。 
 
児童・生徒の心のケア 

学校を再開させた後、大熊も倉田も児童・生徒の心のケアには十分に気を配った。 
学校には、自宅が被害を受け、竜巻が街を破壊していく様子を目の当たりにした児童・生徒もいたた

め、彼らがどれほどの精神的ダメージを受けているかが気がかりであった。 
授業再開当初、大熊の目には怯えている様なしぐさを見せる児童もおり、彼らへの精神的なケアの必

要性がすぐに判った。一方で、学校にいる間は友達と楽しい時間を過ごし、一見、問題がなさそうな児

童にも自宅に戻ったり、夜に暗くなったりするとあの時を思い出し不安を覚える児童もいた。 
このため、県および市の教育委員会の支援のもと、連携を図り、臨時にスクールカウンセラーを配置

した。スクールカウンセラーは、２～３名がグループとなり、授業で教室に入り、児童・生徒と学業の

みならずいろいろな話し相手にもなった。授業再開から１週間程度は、ほぼ毎日、その後も子ども達の

ケアを継続的かつ定期的に行った。 
 スクールカウンセラーによる心のケアは、児童・生徒のみならず、保護者に対しても行われた。学校

は、保護者の状況も可能な限り観察し、必要に応じて、相談に乗った。 
このほか、北条小学校では、加配教員も派遣され、精神的に不安を感じている児童のケアとして、授

業の取り出しなどの対応を年度末まで毎日あたった。 
大熊は、７～９月の期間は台風の来襲により、児童が再び竜巻の恐怖を思い出し、精神的に不安定に

なることを懸念したが、彼らのケアのおかげで大きなトラブルを生じることなく、１年を過ごすことが

できた。 
 
ボランティアの力 

大熊は、夏に向け子供達が大好きなプールの授業をどうするかについて、頭を悩ませていた。 
当初は、市営の健康施設であるウェルネスパークのプールの活用や近隣校のプールを借用することな
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ど、様々な対応が検討された。 
一方で、北条小学校の惨状を知ったボランティアの協

力によりプールの復旧作業も進められた。ボランティア

の募集はつくば市ボランティアセンターや民間支援団

体が行い、県内はもちろん東日本大震災の被災地などか

らも大勢のボランティアが来校した。実際の作業では、

教育施設課が中心となり、大熊が直に作業を指揮するこ

ともあった。特に、５月２６日(土)には、北条小学校の

全職員も参加し、プールサイド、プール水槽のガラス片

や瓦などの瓦礫の撤去と清掃といった、大規模な復旧作

業を一日がかりで実施した。 
フェンスは、プール開きまでの期間で可能な限り専門

業者による修繕を行ったが、損傷がひどく間に合わなか

ったところは、プール開きまでの復旧をあきらめ、児童

には近寄らないように指示をした。 
このように多くの支援を得て、プールの復旧を急ピッ

チで進めた結果、当初の予定通りのプール開きを、北条

小学校で迎えることがでた。 
しかしながら、プール開きを前にして水槽に水を張り

循環ろ過装置を稼働させたところ、ガラス片が浮いてく

ることもあり、プール開き後も水槽の水の状況には常に

気を回しながらの授業であった。また、竜巻来襲以降、

水槽の漏水が顕著になっており、配管などにも影響が出

ていると思われる。 
 
また、物資の支援では、自宅が被災した児童・生徒に向けて、学校で使用する鉛筆、ノートといった

学用品をはじめ、衣類など、多くの支援物資がつくば市内外の生徒会や児童会から寄せられた。竜巻に

自宅が巻き込まれた家庭では、｢タンスの中にガラス片が入ってしまい全て着られなくなってしまって

いる｣という惨状を聞きつけ、ライトオンなどの事業所からも支援の申し出があった。 
 
さらに、児童・生徒の心のケアを念頭に置いたボランティアも積極的に受け入れ、サーカス団の公演

やバレエ団の演舞など、多方面の支援者が慰問に訪れた。 
大熊は、これらの申し出の対応を学校再開後の忙しい合間を縫ってこなしつつ、児童らが感謝の気持

ちを表す方法として一緒にお礼の手紙を書いたりした。その際にも彼らが発災当時を無理に思い出した

りしないよう、常に配慮をした。 
 
その後の北条小学校 

つくば市の小中学校では、定期的に避難訓練を実施することとなっている。もちろん、北条小学校も

例外ではなく、竜巻発生後も児童が参加する形での避難

訓練が行われた。しかし、大熊は、訓練のテーマを火災

や地震災害にするなどの工夫をし、児童の気持ちを考え、

あえて竜巻については触れないように心がけた。 
大熊は一方で、竜巻による学校の被災経験を活かし、

児童の在校中に竜巻が来襲しても確実に児童を守るこ

とができる体制を整える必要があると感じていた。 
 そのため、大熊は、竜巻の被害から１年が経過した、

平成２５年５月１４日に児童と、｢自分の命は自分で守

る｣を合い言葉にして、竜巻を想定した避難訓練を実施

した。 

ボランティアによるプールの清掃の様子。5/26 撮影。 
写真提供：(一社)OPEN JAPAN

竜巻の被害から１年を迎え実施した避難訓練の様子。 

ボランティアによるプールの清掃の様子。5/26 撮影。 
写真提供：茨城県生活協同組合連合会
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また、訓練に先立ち、(独)防災科学技術研究所などの専門家に

指導を仰ぎ避難マニュアルを作成した。マニュアルでは、竜巻の

発生が確認された際の避難場所として、１階の窓がない職員室前

の廊下を指定した。避難場所は、専門家の意見に加え、１年前の

竜巻来襲時にも１階ではほとんど被害が無かった経験を踏まえ

た。指定した避難場所にはそのことを示す表示が貼られている。 
また、教職員も、急激な竜巻の来襲に対応するだけでなく、竜

巻来襲のプロセスとタイムラインについても検討を行った。 
訓練では、防災頭巾をかぶった児童が、迅速に教室から避難場

所に移動し、想定する竜巻が校舎を通過するまでの時間、じっと

頭を伏せて待機した。 
さらに、自宅で竜巻に遭遇した場合の安全な避難場所について

児童が自ら考えたり、防災科研の協力によりドライアイスを使っ

た竜巻の発生実験を見学したり、多角的な学習を行った。 
 
こうした、被災からの学校の復旧、復興にあたって、大熊は、

あの日に北条小学校と同様、竜巻により被害を受けた栃木県の真

岡市立西田井小学校の藤井校長に直接連絡をとっていた。｢そちらの方ではその後どうですか｣と児童の

ために一番良い方法論や防災マニュアルの作成などの相談をしながら、学校経営を進めていった。大熊

は、東日本大震災でも隣接する筑波小学校長として、自然災害により学校が休校となった時の対応を経

験していたが、当時は市内の全ての学校が同じ状況にあり、教育委員会からも統一的な指示、指導があ

った。しかしながら、今回は市内で唯一の施設に被害を生じた学校の校長であり、同じ立場で相談がで

きる藤井校長の存在は心強かった。 
 
終わりに 

北条小学校の大熊をはじめとする全ての教職員は、竜巻により被害を受けた街や小学校の惨状を目の

当たりにして落ち込んだ気持ちから慎重になる部分もあり、｢２日間で、学校を再開し、安全に子供達

を迎えるのは無理だ｣と、感じていた。 
しかし、日常を取り戻した北条小学校を振り返り、あのときの判断が異なり、学校の再開が遅れてい

たら、日常の回復にもっと時間が必要になっていたかもしれない、多少の無理をしてもいち早く学校を

再開して正解だった、と感じていた。 
 例えば、小野村は、結果論かもしれないが、と前置きをしつつ、｢学校に足を運ばない期間が続いて

しまうと、児童もいろいろなことを考えてしまいネガティブな思いが溜まってしまったかもしれない。

良い意味で、考える期間を与えずに学校が再開し、部分的にでも普段の生活に戻ることができた意義は

大きかった｣と、発災からの期間をおかなかったことの効果を評価した。 
石野も当初、教育委員会の授業再開予定に大きな疑問を持っていたが、｢被災があった家庭では、児

童は怖かった、つらかった竜巻のことばかりを考えてしまう。しかし、学校に行けば友達もいて元気に

なれる。そのようなことを鑑みての方針であったと今であれば十分理解することが出来る｣と語った。

しかし、｢これらは、多くの人の協力があってのこと。そのための協力体制がとれたことも重要な要素

であった｣と付け加えた。 
そして、校長の大熊は、｢児童のために何が一番いいのかを考えたとき、学校の中で友達の輪で癒さ

れ、成長することに勝る手段は無かったと思う｣と竜巻による被害からの教訓をプラスに変えて過ごし

た時間を振り返った。 
 
なお、北条小学校では、竜巻発生から約１ヶ月後の６月１０日(日)に運動会を実施している。 
多くの関係者の協力が不可欠な運動会の実施にあたっては、一部の保護者などからも心配の声があが

ったが、２日間で学校を復旧させ、児童らの笑顔を見ている教職員には逆に自信を持っての開催であっ

た。 
 運動会実施に向けては、｢全国にがんばる姿で恩返し｣という５学年児童が考案したスローガンを掲げ

北条小学校に設定された竜巻の避難場所(青いテ
ープ)とその表示。 
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た。竜巻発生後に全国各地から寄せられた励ましに応えるため、児童、教職員、PTA が気持ちを一つに

精一杯やっている姿を示した。運動会当日は、全国から送られた手紙や写真を会場に掲示したり、水戸

市立三の丸小学校の児童会から届けられた励ましのメッセージ入りのうちわを手に３・４学年がダンス

を披露したり、地域の人達はもちろん、全国に向けて、｢こんなに応援してもらってありがとう｣、｢僕

たちは元気にやっています｣と心からの感謝の気持ちを表現することができた。 
 
筑波東中学校の倉田は、竜巻による被災を振り返った総括として、災害が発生した直後の児童・生徒

および家族に対しての支援では、人とのつながりのなかで助け合う心が重要であると語った。倉田が、

印象に残っている事例として、地域の住民の連携が成り立っていたことから、地域で被災した児童・生

徒の多くは地域内での預かり避難をすることができたことがあげられる。 
さらに、人とのつながりを強くするためには、その組織づくりと合同訓練が重要であり、組織づくり

では学校が地域と行政の橋渡しを担っていくこと、訓練では目標を明確にして数多く実施すること、に

より行政、学校、地域が連携した総合的な防災力の向上に繋がると考えるようになった。 
また、被災後の子どもの心のケアのために、県および市の教育委員会の支援のもと、臨時にスクール

カウンセラーが配置され、児童・生徒および保護者と継続的に関わることで、彼らの心の安定に大きな

効果をあげられている。 
 

 

 
謝辞：元北条小学校長 大熊祐子先生、筑波東中学校長 倉田廣之先生、北条小学校 小野村先生、石野

礼子先生、貴重な体験をお聞かせいただくとともに本資料の制作にご協力いただきありがとうございま

した。 
参考文献： 

｢自分の命、自分で守る｣つくば北条小、竜巻想定し避難訓練：常陽新聞、2013 年 5 月 15 日 
震災、竜巻に向き合う北条小校長退職の大熊祐子さん：常陽新聞、2015 年 3 月 30 日 
茨城県教育委員会 HP、教師の広場：http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/koho/schoolnews/

hiroba/h24/1108.html 
がんばる姿で恩返し！：教育広報 ｢つくばの学び舎(第 8 号)｣p4、つくば市教育委員会、2012 年 10 月 9

日 
学校が守る命 II－いつ起きるか分からない｢災害｣に打ち克つ－／現代学校経営シリーズ 51：堀内一男 

監修・編、倉田廣之 部分執筆、東京教育研究所.pp94-99 
写真提供： 

茨城県生活協同組合連合会 HP：５月２６日つくば市北条地区へボランティアに行ってきました、

http://www.ibaraki-kenren.coop/news_120526.html 
一般社団法人 OPEN JAPAN HP：つくば竜巻支援 5/26、http://openjapan.net/5424 
FC 北条 HP：http://fchojo.blog.fc2.com/blog-entry-25.html(連絡待ち) 
 

 

 
最後までお読みいただきありがとうございました。 

ご感想、ご意見、また、皆さんが経験したエピソードなどがありましたら、是非お寄せください。 
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