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【要旨】  

大分大学教育学部地理学教室では，大分県内の小学校に通う 4～6 年生親子を対象とし

て，災害用備蓄食品の調理体験を取り入れた防災・減災に関するイベントを実施した。イ

ベントの目的は，親子で防災・減災を考える機会をつくるとともに，防災・減災意識の持

続性維持とした。イベント内容は，大分県の災害の歴史や避難時の行動を学ぶ「おおいた

減災かるた」，タブレット端末を使用した防災・減災クイズ，災害用備蓄食品を活用した調

理体験である。調理体験に関しては，事後アンケートに「家でもやりたい」，「また作って

みたい」といった感想が，小学生および保護者ともにみられたことから，本イベントは防

災・減災意識の長期的な持続に効果があったと評価できる。  

  

【キーワード】  
防災・減災イベント（disaster prevention event） 小学生（elementary school students） 
災害用備蓄食品（disaster storage food） 調理体験（ cooking experience）  

 

 

Ⅰ．はじめに  

 

 近年，日本各地で自然災害が多発している。そのため，大分県においても県や市という

単位でみれば，自然災害への対策の機運は高まりつつある。しかし，個人という単位でみ

ると，大きな災害直後は防災・減災意識の向上はみられるものの，自然災害に対する個人

レベルでの対策は未だ十分とはいえないのが現状である（小山，2017）。この問題を解決す

るためには，ハード面の対策だけでなく，自然災害や防災・減災対策の学び（防災教育）

や親子での話し合いといったソフト面の対策を継続的に実践するとともに，その必要性を

発信していくことが重要である。  

 こうした背景のもと，大分大学教育学部地理学教室（以下，地理学教室）では，これま

で大分県内において家具固定ボランティア（土居ほか，2014；小山ほか，2017）や小学生

親子を対象とした防災・減災イベント（たとえば，小山ほか，2014；小山・土居，2015；

小山ほか，2018）を学生主体で実施し，一定の成果をあげてきた。一方で，これまでの取

り組みでは，GIS（地理情報システム）といった地図を作るソフトウェアの操作や，サバ

メシ（サバイバル・メシタキ）といった体験活動を取り入れてきたものの，イベント終了

後も自宅で継続的かつ容易に実践できるような体験活動は少なかった。そこで，筆者らは，

イベントを通じて高まった防災・減災意識が一過性のものとならぬよう，家庭においても

継続的に実践できる災害用備蓄食品の調理体験を取り入れた防災イベントを実践した。  
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本稿では，2017 年 2 月 11 日に大分市内の複合文化交流施設において実施した小学生親

子を対象とした防災・減災イベントの概要と，災害用備蓄食品を取り入れた調理体験の詳

細を報告する。また，イベント終了後に参加小学生・保護者が回答したアンケートを基に，

本イベントの効果と課題について検証する。

Ⅱ．防災・減災イベントの概要

1．イベントの目的 

本イベントは，地理学教室主催のもと，「3 つの試練に挑戦して  めざせ！ジュニア防災

マスター！」というイベント名で，大分県内の小学校に通う小学校 4~6 年生とその保護者

を対象として実施したものである。参加募集の広報は，大分県内の全公立小学校（276 校）

へのメール配信と，分校を除く大分市内の全公立小学校（56 校）へのチラシ配布によりお

こなった。その結果，イベントには 4 年生 12 名，5 年生 2 名，6 年生 2 名に加え，4 年生

以下 6 名（参加小学生の兄弟・姉妹），保護者 11 名の計 33 名（親子 12 組）が参加した。

イベント時は，在学する小学校が同じにならないよう配慮しながら，小学生 3～6 人で一

つのチームを作り（計 7 チーム），全ての活動に保護者も参加してもらった。  

また，本イベントは，地理学教室の学生を中心とした 10 名の学生（学部 2 年生：3 名，

3 年生：3 名，4 年生：3 名，大学院生：1 名）が，イベントの企画立案・準備・運営に携

わった。さらに，イベント当日は，小学生のパートナーとして各種作業や体験を補助した。

 本イベントの目的は，参加者の防災・減災に対する意識および知識の向上と，イベント

後における防災・減災意識の長期的な持続である。そのための方法として，本イベントで

は各家庭でも実践可能な体験型の活動を取り入れた。

2．イベントの概要と工夫 

本イベントは，①「おおいた減災かるた」1)を

使用したかるた大会，②防災・減災に関する iPad

を用いたクイズ，③災害用備蓄食品を活用した調

理体験，の 3 つを大きな柱として構成した（表 2）。

また，イベント終了後には参加した小学生に対し

て，地理学教室が作成した「ジュニア防災マスタ

ー認定証」を交付した。表 1 に，イベント当日の

スケジュールを示す。なお，本イベントでは参加

者が楽しく，また意欲的に活動に取り組んでもら

えるよう，各活動を「試練」と呼ぶことにした。

参加小学生には，「3 つの試練を乗り越えるこ

とでジュニア防災マスターの資格を得ることができる」と説明し，集中力が維持するよう

努めた。まず，1 つ目の試練として，「おおいた減災かるたでめざせ！防災かるた名人！」

と題したかるた大会をしながら，大分県で発生する可能性の高い災害や避難時の注意点を

学んだ。ここでは，かるたに書かれた防災・減災に関する解説を一句ごとにおこなうこと

で，小学生が飽きずに学べるよう工夫した。また，1 つ目の活動はゲーム性をもたせるこ

表 1 イベント当日のスケジュール 

時間 内容

10:00～13:00 学生集合，準備，受付

13:00～13:15 チームごとの自己紹介，諸説明

13:15～14:00 かるた大会

14:00～14:15 休憩

14:15～14:40 iPadによる防災クイズ

14:40～15:00 非常食の説明

15:00～16:00 調理，試食，片付け

16:00～16:30 防災マスター称号授与式，まとめ

16:30～ アンケート記入
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とで，初対面である参加者や大学生との交流をはかった。

次に，2 つ目の試練として，「 iPad を使ってめざせ！防災クイズ王！」と題したクイズ

大会をおこなった。この試練では，Apple 社のタブレット端末である iPad を活用し，画面

に表示される防災・減災に関する 2 択クイズを親子で解答した。クイズの内容は，主に外

出先や自宅のリビングで災害が起こった際の避難行動に関するものである。ここでは，タ

ブレット端末を参加小学生にそれぞれ配布することで，参加小学生が各自のペースで解答

できるよう配慮した。また，問題文の場面設定を親子で共有し，「自宅ではどのように行動

するか」といった各家庭での備えを話し合う時間を設けた。

3 つ目の試練は，「乾パンを調理して  めざせ！防災パティシエ・パティシエール！」と

題して，災害用備蓄食品を活用した調理体験をおこなった。まず，災害用備蓄食品の 1 つ

である乾パンを実際に試食してもらった。その上で，災害用備蓄食品を日常生活に取り入

れるローリングストック法について解説し，その一例として「乾パンティラミス」を実際

に調理・試食した。なお，災害用備蓄食品を活用した調理体験の工夫点や詳細については

Ⅲ章で示す。

表 2 各試練の内容 

Ⅲ．災害用備蓄食品の調理体験

1．概要 

（1）災害用備蓄食品を取り入れた調理体験の意義 

家庭における災害の備えとして，「食料品・飲料水の準備」や「災害時の持ち出し品の準

備」などを実践している家庭は多い（池田ほか，2015）。しかし，災害用備蓄食品を購入し

た後，それらの賞味期限や食品の量あるいは味などを定期的に確認している家庭は少ない

と推測される。そこで，本イベントでは，災害用備蓄食品を日常生活に取り入れ，できる

だけロスを減らすという「ローリングストック法」について解説をおこなった。また，食

べにくい備蓄食品や賞味期限の迫ったものをリメイクする方法として，実際に災害用備蓄

食品を食べやすいように調理・試食するという体験学習を実践した。

本イベントにおいて，災害用備蓄食品の中でも乾パンを取り上げた理由は二つある。一

つは，災害用非常食として備えているものの中で，乾パンを含むクラッカー類の割合は高

いと考えられ，参加小学生の家庭においても備蓄している可能性が高いと推測したためで

ある。もう一つは，一般的な乾パンは他の災害用備蓄食品と比べると安価で，スーパーマ

ーケットやホームセンターなどでも入手できるという点である。つまり，本イベントで実

試練の名称 内容

目指せ！防災かるた名人
・大分県内で発生する可能性の高い災害，災害の歴史

・災害時の注意点

目指せ！防災クイズ博士
・外出先で発生した災害時の対応，家族での話し合い

・自宅での安全確保（セーフティーゾーンの紹介）

　目指せ！防災パティシエ・

　パティシエール

・非常食の重要性（ローリングストック法の紹介）

・乾パンティラミスの調理・試食
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践する災害用備蓄食品の調理体験が，日常的に実践できるよう可能な限り簡易化すること

で，参加者がイベント終了後も，継続的に家庭内の災害用備蓄食品を見直したり，災害へ

の備えを家庭で考えたりするなど，防災・減災意識の長期的な持続を期待した。  

 

（2）事前準備 

乾パンティラミスのレシピについては，中京テレ

ビ 2)を基に試作を重ね，親子 2 人 1 組を基本分量と

して作成した（表 3）。イベントでは，1 時間で調理・

試食・片付けをおこなうため，生クリームは使用せ

ず，牛乳を混ぜるだけで簡単に作れるホイップクリ

ームを使用した。また，本イベントでは，乳製品や

小麦粉などを使用するため，参加者には申し込みの

段階で使用する食材に対するアレルギーの有無に

ついて確認をおこなった。  

また，複合文化交流施設のキッチンスタジオを使

用するにあたっては，調理道具の種類や調理台の広

さ，プロジェクターの設置場所などを事前に訪問し

確認した。  

 

（3）工夫点 

 調理体験の手順や注意に関しては，スクリーンに

投影したスライド資料を用いて大学生が説明をした。また，その概要やレシピをまとめた

紙資料も同時に配付することで，参加者の理解が進むよう工夫した。スライド資料や紙資

料の作成にあたっては，小学生用に文字フォントや図，写真はできるだけ大きく表現した。

さらに，イラストを多用したり，全ての漢字にルビを振ったりするなど，参加した全小学

生が容易に理解できるよう配慮した。また，レシピに関しては，調理工程全てに写真を加

え視覚的に捉えやすいよう工夫した。  

 

2．調理体験の実践 

（1）調理体験前の活動 

調理体験をおこなう前に，非常食を備蓄することの必要性を理解するため，非常食の保

存方法であるローリングストック法についての解説をおこなった。主な解説内容は，①非

常食の賞味期限の確認・把握，②家庭に合わせた食料と飲料水の常備（３日間分），③非常

食に食べなれておくこと，の 3 点である。その後，実際に参加親子に乾パンを配布し，そ

の場で試食してもらった。その際，参加者からは，「口がぱさぱさする」，「思っていたより

も堅い」，「食べづらい」といった発言があった。この体験の後，乾パンを食べやすくする

ために調理することを伝え，キッチンスタジオに移動した。  

 

表 3 乾パンティラミスのレシピ 

 

中 京 テレビ 2)を基 に分 量 を調 整 し，2 人 分

のレシピを作 成 した。 

材料
分量

（2人分）

乾パン 15個

クリームチーズ 100g

かんたんホイップ 1袋
牛乳

（かんたんホイップ用）

砂糖 30g

卵 1/2個

コーヒー 200ml

純ココア 適量

40ml
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（2）調理体験の詳細 

キッチンスタジオでは，親子 2 組と補助学生

1～2 名がチームを組み，一つの調理台を使用し

た。材料は時間内に食べきれるよう，親子 1 組

に対して 2 人分用意した。  

調理体験では，全てのチームの作業時間が可

能な限り同じになるよう，手本として 1 人の大

学生が実際に前で調理工程（図１）を説明しなが

ら進行した。また，パワーポイントで作成した資

料をプロジェクターで投影するとともに，調理

の工程が全てのチームで共有できるよう，拡大

印刷したレシピも同時に掲示した（写真 1）。補

助学生は，小学生の調理のサポートをおこないながら，調理器具の片付けや保護者への声

掛けをおこなった。

 なお，乾パンを用いたメニューを選定するにあたっては，①固く水分の少ない乾パンが

食べやすくなるもの，②調理時間が 20 分～30 分程度のもの，③調理工程が少なく小学生

が挑戦しやすいこと，④材料と調理器具が少ないもの，⑤午後からのイベントのため軽食

になるもの，の 5 つの点を考慮した。本イベントで調理した乾パンティラミスは，乾パン

を砕きコーヒーに浸すことで食べやすくなるという点，さらにガスやトースター，包丁等

を使用しないため，小学生でも安全に調理できるという点を評価し採用した。

（3）調理体験の課題 

調理体験の課題としては，下準備・時間設定・

設備の 3 点が挙げられる。まず，下準備に関し

ては，3 つ目の工程（図 1）の際に，試作よりも

乾パンが細かくなりすぎてしまい，コーヒーが

うまく吸水されなかったため急遽乾パンを追加

することになった。また，本イベントでは，コー

ヒーを計量する工程を省くため，200ml の微糖

のコーヒー缶を用いた。しかし，小学生には苦く

て食べられないという意見が聞かれた。このこ

とから，予備の乾パンを各チームに用意してお

くことや，小学生用の試作を十分に重ねておく

必要があったといえる。

時間設定に関しては，1 時間で調理・試食・片付けをおこなったため，チームによって

は時間が足りなかった。そのため，試食時間が 5 分ほどになってしまったチームの保護者

からは，「自宅に持ち帰りたい」という声も寄せられた。

設備に関する課題としては，使用した人数に対して，調理台が非常に狭かったという点

が挙げられる。本イベントでは，1 つの調理台を 3～4 名の小学生とその保護者，そして補

助学生の計 6～8 名が使用した。イベントで使用した調理台の両端には，それぞれ洗い場

写真 2 キッチンスタジオの様子

2017/2/11 筆者撮影 

写真 1 拡大印刷したレシピ 

2017/2/11 筆者撮影
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と IH コンロが設置されている（写真 2）。イベント時は，その IH コンロの上にレシピや

材料を置いたため，調理台に保護者が入れないチームがあった。

図 1 乾パンティラミスの調理工程 

当日イベントで使用した資料を基に作成。資料は各家庭に一部配布した。

Ⅳ．事後アンケートによるイベントの効果

イベント終了時に，参加小学生と保護者に対して事後アンケートを実施した。アンケー

トは，参加した小学生 18 名および保護者 12 名の計 30 名を対象におこなった。アンケー

トでは，参加者の属性に加え，イベント参加の動機やイベントの満足度，自宅での防災・
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減災に関する取り組みなどを尋ねた。ここでは，イベント全体の満足度や各活動に関する

自由記述の回答を基に，本イベントの効果を検証する。なお，本稿においては，自由記述

をすべて原文で示す。

1．イベント全体の効果 

表 4 イベント全体および各活動の満足度

単位：人，括弧内は割合（ %）  
参加者の事後アンケートより作成

まず，イベント全体の評価を検証するため，本イベントが楽しいと感じたかどうかを参

加者全員に 5 段階で評価してもらった（表 4）。その結果，回答した全ての小学生および保

護者が「すごく楽しかった」，「どちらかといえば楽しかった」と回答した。イベントに関

する小学生の自由記述をみてみると，「べんきょうになった（表 5：D）」や「さいがいのこ

とがよくとてもわかった（表 5：F）」といった回答に加え，「にんていしょうをみてがんば

りたいです（表 5：C ）」といった感想があった。さらに，保護者の自由記述には，「子供

と共に学べるきっかけになりました（表 6：C）」，「子供とそしてみなさんと一緒に親も楽

しめたのが良かった（表 6：I）」などの回答が見受けられた。このことから，本イベントの

目的の一つである楽しみながら防災・減災に関する知識や意識を向上させるといった点に

ついては，一定の評価が得られたと考えられる。また，同じく保護者の自由記述の回答の

中に，各チームを担当・サポートした大学生について言及しているものも散見された（表

6）。つまり，本イベントでは，大学生が小学生をサポートしたことで，保護者も小学生と

ともに楽しむことができたと推測される。

すごく

楽しかった

どちらかといえば

楽しかった

どちらとも

いえない

どちらかといえば

楽しくなかった

まったく

楽しくなかった
計

イベント全体

小学生 15（83.3） 3（16.7） 0（0.0） 0（0.0) 0（0.0) 18（100.0）

保護者 09（75.0） 3（25.0） 0（0.0） 0（0.0) 0（0.0) 12（100.0）

計 24（80.0） 6（20.0） 0（0.0） 0（0.0) 0（0.0) 30（100.0）

減災かるた

小学生 15（83.3） 3（16.7） 0（0.0) 0（0.0) 0（0.0) 18（100.0）

保護者 10（83.3） 2（16.7） 0（0.0) 0（0.0) 0（0.0) 12（100.0）

計 25（83.3） 5（16.7） 0（0.0) 0（0.0) 0（0.0) 30（100.0）

iPadを使ったクイズ

小学生 14（77.8） 2（11.1） 2（11.1） 0（0.0) 0（0.0) 18（100.0）

保護者 06（50.0） 6（50.0） 0（00.0） 0（0.0) 0（0.0) 12（100.0）

計 20（66.7） 8（27.7） 2（06.7） 0（0.0) 0（0.0) 30（100.0）

調理体験

小学生 14（77.8）  1（05.6） 2（11.1） 1（5.6) 0（0.0) 18（100.0）

保護者 10（83.3） 2（16.7) 0（00.0） 0（0.0) 0（0.0) 12（100.0）

計 24（80.0） 3（10.0) 2（06.7） 1（3.3) 0（0.0) 30（100.0）

－123－



次に，それぞれの活動について，楽しいと

感じたかどうかを問うた。1 つ目の試練であ

る「防災かるた」に関しては，小学生・保護

者ともに「すごく楽しかった」の回答率が

80%を超えていたため，満足度の高い活動

であったと評価できる。しかし，その一方

で，小学生のかるたに関する自由記述には，

楽しかった理由として「たくさんとれたこ

と」，「13 枚とれたこと」，「1 位になれたこ

と」といったかるた（ゲーム）そのものの感

想が多く，「防災かるた」を通じて防災・減

災について学んだことに関する記述は少な

かった。このことは，「防災かるた」そのも

のに問題があるのではなく，「防災かるた」

に記載された防災・減災に関する内容を，効

果的に小学生に伝え理解してもらうという

工夫が足りなかったことに原因であると考

えられる。

2 つ目の試練である「 iPad を使用した防

災クイズ」に関しては，小学生と保護者の間

で満足度に差異が認められた。小学生の回

答は，「すごく楽しかった」が約 80%であっ

たのに対し，保護者のそれは 50%程度で，

ほかの活動に比べると満足度が低い傾向が

みられた。その要因としては，保護者の自由

記述に，「子どもが楽しく参加できました」，

「問題が少し簡単すぎでした」といった内

容が見受けられたため，全体的にクイズの

難易度が低すぎたことが挙げられる。また，

この活動に関する否定的な意見を勘案すると，親子で問題に回答する意図が十分に伝わっ

ておらず， iPad の活用方法についてもやや説明不足な点があったとみなされる。  

2．調理体験の効果 

3 つ目の試練である「災害用備蓄食品を取り入れた調理体験」に関しては，小学生・保

護者ともに「おいしかった。家でまた作りたい（表 7：J）」や「家で作って見たいと思っ

た（表 8：E）」，「また作ってみたいと思った（表 8：I）」といった家庭における実践を意識

した回答がみられた。また，保護者の自由記述には，「乾パンを工夫して食べるのは良いと

思った（表 8：A）」,「途中ヒヤヒヤしたり，とても先生との時間が楽しくできたクッキン

グでした（表 8：D）」といった調理体験に対する肯定的な意見が認められた。さらに，小

学生の自由記述にも，「とてもたのしかった（表 7：D，E）」，「ティラミスを作るのが心に

表 5 小学生のイベント全体に関する 

自由記述 

表 6 保護者のイベント全体に関する 

自由記述 

回答者 自由記述の内容

A キレイだしうれしかったです

B とてもたのしかった

C にんていしょうをみてがんばりたいです

D べんきょうになった

E やさしくしてくれてよかった

F さいがいのことがよくとてもわかった

G ちがう小学校の子ともなかよくなれてよかった

H とっても楽しく出来たこと

原文ママ，n＝9

回答者 自由記述の内容

A 学生の方が頑張ってくれてよかった

B 楽しく学べてとてもいいイベントだと思いました

C 子供と共に学べるきっかけになりました

D 学生の方も気さくに対応していただき楽しめました

E 子供の遊びから料理まで飽きないとてもいい体験でした

F ４時間があっという間の楽しい時間でした

G 1～3年の子ども参加できたなと思いました

H
時間が長いのでどうかな…あきるかな…と思っていました

が、あっという間に終わり、子供も勉強になり、同じグループ

の友達とも仲良くできて良かったです

I 子供とそしてみなさんと一緒に親も楽しめたのが良かった

J 盛り上げさせてくれたお兄さん、お姉さんありがとうございま

した。とても楽しかったです

原文ママ，n＝10
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のこった（表 7：F）」といった回答がみら

れた。このことから，調理体験は防災・減

災意識の向上だけでなく，それらの意識を

長期的に持続させることのできる活動であ

ったと評価できる。

一方で，「どちらともいえない」，「どちら

かといえば楽しくなかった」と評価した小

学生が 3 名（約 15%）存在した。ただし，

これらの回答者は兄弟姉妹として参加した

小学校 2・3 年生であったため，本イベント

の対象学年ではなかった。このことから，

災害用備蓄食品を取り入れた調理体験は，

小学校 4 年生以上の児童にはきわめて有効

であるということが示されたのに対し，小

学校 2・3 年生への効果は低いということ

が明らかとなった。この理由としては，小

学校 2・3 年生は調理台が高すぎて調理体

験への参加が不十分であったり，調理実習

を学校でおこなっていないため，内容が難

しすぎたりしたことが要因と考えられる。

以上のことから，本イベントのように調

理体験を取り入れたイベントを実施する際には，対象学年を十分に考慮するか，もしくは

低学年にも理解および体験しやくなるような工夫が必要であろう。

Ⅴ．まとめ

地理学教室では，2017 年 2 月 11 日に，大分市内の小学校に通う 4～6 年生親子を対象

として，防災・減災に関するイベントを実施した。イベントの目的は，参加者の防災・減

災に対する意識および知識の向上と，イベント後における防災・減災意識の長期的な持続

とした。そのための方法として，本イベントでは各家庭でも実践可能な体験型の活動（調

理体験）を取り入れた。また，本イベントは，大学生が主体となって企画立案・準備・実

践をおこなった。

 参加親子が回答した事後アンケートを基に本イベントを検証したところ，イベント全体

の満足度はきわめて高かった。このことから，参加した小学生および保護者は，本イベン

トへの参加が防災・減災について学ぶひとつのきっかけになったと推測される。特に，災

害用備蓄食品を取り入れた調理体験に関しては，「家でもやりたい」，「また作ってみたい」

といった感想が，参加した小学生および保護者ともにみられた。このことから，小学生親

子に対する災害用備蓄食品の調理体験という活動は，防災・減災意識を長期的に持続させ

る活動として評価できる。

表 7 小学生の調理体験に関する自由記述

表 8 保護者の調理体験に関する自由記述

回答者 自由記述の内容

A 乾パンを工夫して食べるのは良いと思った

B クリームチーズの香り

C 子どもが1番楽しんでいるようでした

D 途中ヒヤヒヤしたり、とても先生との時間が楽しくできたクッキングでした

E また作ってみたいと思った

F 楽しかったです。料理させることができるので

G ワイワイ楽しく出来ました。家に帰って作りたいと思いました

H 美味しかったです。持って帰りたかったです

I 家で作って見たいと思いました

原文ママ，n＝9

回答者 自由記述の内容

A チーズがたべられなかったけど，ココアがたべれてうれしかったです

B カンパンでできて，とてもおいしかった

C みんなで協力できたことです

D とてもたのしかった

E とてもたのしかった

F ティラミスを作るのが心にのこった

G とてもたのしかったおいしかった

H かんぱんでティラミスが作れるとは思っていなかった

I 作るのは楽しかったけどティラミスはひやした方がよかったです

J おいしかった。家でまた作りたい

K かたいパンもおいしくなるって知った

L かんぱんがティラミスになることです

原文ママ，n＝12
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【注】

1．大分大学教育福祉科学部（現大分大学教育学部）川田研究室が制作したかるたである。

（https://www.oita-u.ac.jp/000023035.pdf）。  

2．中京テレビのレシピは生クリームの泡立てなどの複雑な工程があるため，今回は省略し

た（http://www.ctv.co.jp/news_syokutaku/recipe/2012/09/0928/01.html）。  
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