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【要旨】  

小・中・高等学校および特別支援学校は，法令に基づく避難訓練や実態に応じた備蓄な

ど，様々な防災・減災対策や教育を日ごろから実践している。また，各学校で防災マップ

作りや引き渡し訓練，地域との連携などの取り組みが積極的に開発・実践され，それらは

広く一般社会にも公開されるようになった。一方で，特別支援学校においては，防災教育

をカリキュラムに位置付け実施している学校は未だに多くない。そこで，筆者らは，平成

28 年〜30 年度まで，大分県立大分支援学校においてカリキュラム・マネジメントを取り

入れた防災教育や，それに関連した取り組みを実践した。本稿では，それらの概要と課題

を報告すると共に，教科横断的な防災教育について考察した。

【キーワード】

特別支援学校（ special need school） 防災教育（disaster education） カリキュラム・

マネジメント（ curriculum management） 自然災害（natural disaster）  

Ⅰ．はじめに 

1．取り組みの背景と目的 

  2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は，地震発生時刻が 14 時 46 分であ

ったため，多くの児童生徒や教職員が校内や下校中に被災すると共に，学校施設も甚大な

被害を受けた。そのため，この地震によって引き起こされた東日本大震災は，これまで各

学校が実施してきた防災教育や防災管理，あるいは自然災害に対する学校の施設整備に対

し，多くの課題を提示するものとなった。その後，2012 年には，九州北部豪雨によって熊

本県や大分県などの広い範囲で水害や土砂災害が多発した。また，2014 年には広島市で大

規模な土砂災害が，2015 年には関東・東北豪雨によって大規模な水害が発生した。さらに，

2016 年には熊本地震が発生し，熊本県・大分県において甚大な被害が生じるなど，近年日

本各地で様々な災害が多発している。

文部科学省（2013）は，特に東日本大震災を受け，生きる力を育む防災教育の展開とし

て児童生徒の発達段階に応じた防災教育の指導内容の実践事例や指導内容例を示し，防災

教育の重要性を提示した。また，文部科学省中央教育審議会（2014）においても，東日本

大震災の課題や教訓，あるいはその後も頻発した自然災害に対する課題も踏まえ，安全教

育の中でも防災教育について重点的に内容を充実させることが重要であると述べている。

これらの背景を踏まえ，特別支援学校においても，避難訓練や防災教育の教材・教具に
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関する研究が進められている。たとえば，藤井・松本（2014）は，岐阜県と静岡県の特別

支援学校の防災担当者に対して，避難訓練の方法や内容に関する実態調査をおこなった。

その結果，避難訓練などは地域や学校間の連携ができにくいことを報告すると共に，防災

教育の教材・教具が少ないことを指摘した。また，和田ほか（2016）は，知的障害学校に

おける防災教育の在り方に関する報告において，地域との連携や防災教育の日常的な実践

が少ないことを課題として述べている。しかしながら，特別支援学校においては，特にカ

リキュラム・マネジメントを取り入れた教科横断的な防災教育や防災研修に関する実践事

例は，きわめて少ないという問題がある。  

このような特別支援学校における防災教育の現状も踏まえ，大分県は大分県教育委員会

学校安全・安心支援課 1）が中心となり，平成 24 年度から文部科学省の委託を受け，「防災

教育モデル実践事業」を県内の 27 校（特別支援学校 6 校）（平成 30 年度現在）で実践し

ている。これは，防災教育アドバイザーなどの専門家と大分県が連携し，地震や津波をは

じめとした様々な災害の形態に対応できる防災教育を進めていく取り組みである。たとえ

ば，特別支援学校であれば，研究指定校を中心として様々な教材・教具の開発や医療的ケ

アの児童生徒の薬の管理，あるいは引き渡し訓練や防災食づくり，校内宿泊訓練，防災に

関する地域連携などをおこない，その成果や課題を検討してきた。  

また，平成 25 年度からは，研究指定校が研究実践を公開授業として発表するようにな

った。これにより，各学校で検討された教材・教具や指導の工夫について広く公開される

ようになり，教職員同士の連携も進んでいった。さらに，これらの成果を大分県教育委員

会が実践事例集 2）としてまとめたことで，学校単位だけでなく教員単位においても容易に

防災教育の現状を知ることができるようになった。大分県の校長会においても，これらの

先進的な防災教育に関わる実践を発表し，各学校が地域や学校の実情に合わせて実践でき

るよう積極的な情報交換をおこなってきた。  

以上の背景を踏まえ，筆者らは，平成 28 年〜30 年度まで大分県立大分支援学校におい

てカリキュラム・マネジメントを取り入れた防災教育の実践に取り組んだ。本稿では，そ

れらの概要と課題を報告すると共に，教科横断的な防災教育について考察し，特別支援学

校における防災教育のあり方や意義について検討する。  

 

 2．カリキュラム・マネジメントと特別支援学校における防災教育の位置付け

 平成 32 年度から完全実施となる次期学習指導要領が，平成 29 年 3 月に公示された。今

回改定された次期学習指導要領は，現行の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持したう

えで，知識理解の質をさらに高め，確かな学力を育成することが示された。加えて，カリ

キュラム・マネジメントの必要性についても明記されている。  

 たとえば，新たな中学校学習指導要領総則（文部科学省，2018）には，第 1 章総則の第

1「中学校教育の基本と教育課程の役割」の項に，カリキュラム・マネジメントの促進につ

いて示されている。また，平成 28 年に施行された中央教育審議会の答申においても，カリ

キュラム・マネジメントの重要性が記述されている。これらを要約すれば，カリキュラム・

マネジメントとは次のように示すことができる。すなわち，①教科横断的な視点と教育の

内容を組織的に配列する，②教育課程の編成，実施，評価をして改善を図る（PDCA サイ

クル），③教育課程の実施に必要な人的または物的な体制を確保する，④地域等の外部資源
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を活用し，③も踏まえ効果的に組み合わせる，ことである。これらは，教育課程に基づき，

組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていく必要がある。

つまり，各学校は，つながりを捉えた学習を進めていくという観点から，教科間の内容

事項について，相互の関連付けや横断を図る手立てや体制を整える必要がある。また，各

教科の教育内容を相互の関係で捉え，必要な教育内容を組織的に配列し，必要な資源を投

入する営みが重要となる。さらに，このようなカリキュラム・マネジメントについては，

教科等の縦割りや学年を越えて，学校全体で取り組んでいくことができるよう，校長や園

長が中心となりながら学校の組織および運営についても見直しを図る必要がある。そのた

めには，管理職だけでなく全ての教職員がその必要性を理解し，日々の授業等についても，

教育課程全体の中での位置付けを意識しながら取り組む必要があるとされる。

ところで，学校教育における防災教育（安全教育）は，これまでも学習指導要領の中で

各教科等に関連した記述が示されていた。たとえば，小学校社会の内容の取扱いでは，「（3）

内容の（4）の「災害」については，火災，風水害，地震などの中から選択して取り上げ（後

略）」と示されている。とりわけ，防災教育は，社会や理科，生活科，特別活動において重

点的に実施する傾向があった。一方で，立田（2013）は，国語や理科（物理や化学），家庭

科，保健体育，英語（外国語活動）などにおける防災教育の展開事例を挙げ，防災教育は

特定の教科においておこなわれるものではなく，教科横断的かつ教科間に関連性をもたせ

て実施されるものであると述べている。また，文部科学省中央審議会（2014）においても，

防災教育は学習指導要領等に基づき，各教科等の特質に応じて学校の教育活動全体を通じ

て適切におこなうことが重要であると示されている。さらに，次期学習指導要領において

は，中学校理科や社会をはじめとする様々な教科・領域において，学習内容と自然災害と

の関連性がより強化された。つまり，防災教育の実践は，単一の教科からアプローチする

だけでなく，教科横断的に実践することが肝要であるといえる。

これまで述べてきたことは，特別支援学校も同様である。たとえば，平成 30 年 4 月に

公示された学習指導要領幼稚園教育要領 3)および特別支援学校幼稚部教育要領 4)には，領

域「健康」のねらいを「健康， 安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける」とし，内容

として「危険な場所，危険な遊び方，災害時などの行動の仕方が分かり，安全に気を付け

て行動する」と示されている。また，2016 年の中央審議会初等中等教育分科会教育課程分

科会に向けた全国特別支援学校校長会の要望書 5)の中には，次期学習指導要領の目指す資

質能力の 3 本柱（①知識および技能，②思考力，判断力，表現力等，③学びに向かう力，

人間性等）は，障害の有無にかかわらず，「人が学ぶべき資質・能力」であり，知的障害の

ある幼児児童生徒や重度障害が学ぶ特別支援学校においても，その目指すべき姿は同様で

あるといった旨が示されている。つまり，特別支援学校においても，文部科学省（2013）

が示す防災教育（安全教育）の実践は，きわめて重要であるといえる。また，特別支援学

校に通う児童生徒の障害特性や，ティーム・ティーチング（ team teaching）を主とする特

別支援学校という校種の特性に鑑みれば，共通認識の上に立った教科横断型のカリキュラ

ム・マネジメントは，防災教育に積極的に取り入れるべき手法であると考えた。

以上の背景を踏まえ，筆者らは，特別支援学校における防災教育にカリキュラム・マネ

ジメントの視点を積極的に取り入れ実践をおこなった。
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Ⅱ．大分県における特別支援学校の防災教育の取り組みの現状 

１．大分県内の特別支援学校 

大分県内には，執筆段階（2019 年）で，国立および分校を含め 17 校の特別支援学校が

立地している。その中で，視覚障害を教育する学校と聴覚障害を教育する学校がそれぞれ

1 校ずつ存在し，知的障害・肢体不自由と知的障害の重複障害を教育する学校が 9 校存在

する。

大分県教育庁特別支援教育課編（2018）によれば，大分県立特別支援学校に在籍する幼

児児童生徒数は，年々増加の傾向を示している。たとえば，2012 年の全生徒数は 1,138 人

であったのに対し，2017 年には 1,344 人と，5 年間で約 200 名の増加が認められた。この

背景には，大分県が実施した特別支援学級増設計画に基づき，平成 23 年度から 5 年計画

で特別支援学級を 200 学級増設したことや，特別支援学校が障害の状態や教育的ニーズに

応じ，学校卒業後の進路を見据えた専門的教育をおこなう場としての理解が深まったこと

などがある。

２．県内における特別支援学校の防災教育の取り組みと分掌機構

（１）防災教育モデル実践事業 

既述したように，大分県は平成 24 年度より，大分県教育委員会学校安全・安心課が中心

となって，文部科学省の「実践的防災教育総合支援事業」の委託を受け，｢防災教育モデル

実践事業｣を実施してきた。この事業では，初年度から 2 年間は小・中学校において実践を

おこなった。その後，平成 26 年度には小・中学校に加え高等学校と特別支援学校を，平成

27 年度には幼稚園もモデル校に指定するなど，年々各校種において防災教育の実践事例を

蓄積している。

特別支援学校は，平成 26 年度に中津支援学校が最初のモデル校に指定され，防災教育

やそれに関連した種々の取り組みを実践した。具体的には，防災計画全般の見直しや防災

教育の実践を積み重ねたほか，特別支援学校では県内初の引き渡し訓練や校内の整備，宿

泊訓練といった取り組みを積極的におこなった。これらは，その後の県内特別支援学校に

おける防災教育等の見本となるような，先駆的な取り組みであった。翌年度には，中津支

援学校に加えて，佐伯支援学校が防災教育モデル実践事業に参画し，次いで南石垣支援学

校（平成 28 年度），新生支援学校（平成 29 年度），大分支援学校（平成 30 年度）と，毎

年県内各地の特別支援学校が防災教育モデル実践校として指定されている。

実践 2 校目の佐伯支援学校は，前年度の中津支援学校の研究を踏襲しながら，地域の特

性や災害時の脆弱性を補う形態の研究を重ねた。続いて，南石垣支援学校は，地域災害と

して予想される火山噴火時の災害対応に関する研究に取り組んだ，また，個別の指導計画

に防災の取り組みを記述するなど，教育課程との位置付けをおこなった。新生支援学校の

取り組みでは，医療的ケアの児童生徒を中心に据え，近隣の病院との連携を主として研究

を重ねていった。表 1 に，各学校の取り組みの具体的な目標と実践内容の概略を示す。  
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表１ 防災教育モデル実践事業における特別支援学校の取り組み

（2）防災の教育課程および分掌機構への位置付け 

県内の特別支援学校 17 校（分校も含む）の学校要覧（平成 30 年度）から，防災に関係

する教育課程の位置付けや分掌機構，さらには委員会組織の有無について調べた。その結

果，県内全ての特別支援学校において，防災教育やそれに関連する項目が分掌機構に位置

年度 学校名・情報 防災教育のねらい・目標 実践内容の概略

26

中津支援学校

学級数　26
児童・生徒数　76人

（小19・中24・高33）
職員数　76人

学校における防災教育・防災管理の充実：教職員
の災害に対する意識向上を目指して

・指導方法の開発・普及
・防災教育全体計画の見直し
・地震津波避難マニュアルの作成
・防災アドバイザーの活用
・避難訓練の方法・学校の備蓄
・保護者への連絡・引き渡し
・スクールバスの運行・避難
・避難所としての運営　など

中津支援学校

学級数　27
児童・生徒数　86人

（小22・中28・高36）
職員数　76人

主体的に行動・活動できる児童生徒の育成：災害
警報解除後の学校の対応

・災害の状況設定・避難生活体験
・日常での防災・学校環境整備・医療を
　必要とする児童生徒への対応・保護者
　や地域，関連機関との連携
・職員研修の充実「災害時における対
　応」をテーマに自由討論

佐伯支援学校

学級数　17
児童・生徒数　57人

（小19・中10・高28）
職員数　48人

・避難場所の開拓により安全な避難場所を求めて
・避難訓練
・防災学習
/ 災害の類似体験を通した食や備蓄品の見直し
　：地域連携
・避難場所の開拓

・先進地視察
・参加型の防災訓練
・引き渡し訓練・医療関係者からの講話
・スモークマシーン体験
・消防隊との訓練
・保護者や地域との防災食づくり

28

南石垣支援学校

学級数　30
児童・生徒数　125人
（小35・中37・高52）

職員数81人

自分の命を守ろうと，主体的に行動できるために
：噴火が及ぼす影響についてどう理解させ， どう行
動をイメージさせればよいか

・各教科・領域における防災教育の観点
　から指導内容表の見直し
・火山噴火に係る実際的テーマにより生
　活単元学習などで実施
・模擬訓練
・スクールバスマニュアル作成
・非常食の試食
・段ボールによる避難所体験
・地震・火災避難訓練

29

新生支援学校

学級数　61
児童・生徒数　244人
（小91・中54・高99）

職員数　162人

・医療的ケア対象児童生徒の安全確保
・受援体制の構築～校内，地域，広域

・医療的ケア対象児童生徒の関係者へ
　のアンケートから見えきた課題解決の
　実際
・地震津波を想定した避難後の生活を模
　倣した食事，防寒，断水時のトイレ体験

30

大分支援学校

学級数　52
児童・生徒数　238人

（小90・中47・高101）
職員数 138人

・教科横断的な防災教育・防災研修
・一人一人が命を守り，命をつなぐための知識を
　身に着け，発災時に必要な行動をとることができ
　る児童生徒の育成

・防災訓練の見直し
・防災マニュアルの見直し
・備蓄品の点検・購入
・引き渡し訓練
・教科横断型の防災授業

27

大分県防災教育推進委員会編（2014，2015）および聞き取り調査により作成。児童・生徒・職員数は各年度当時の値。
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付けられていたり，委員会の設置がなされていたりすることが明らかとなった。

たとえば，学校教育目標全体から安全教育を捉え，それを図式化して防災教育を教育課

程へ位置付けしている学校や，学校運営目標の重点目標の中に防災を位置付けている学校

がそれぞれ 2 校存在した。その他に，教育課程全体の中で，防災を計画的かつ組織的に運

営している学校が 4 校あった。それに加え，防災教育コーディネーターを位置付けている

学校は 11 校存在した。その一方で，防災を学校行事の中でのみ扱っている学校も多かっ

た（12 校）。  

また，教職員の負担軽減のため，学校規模に応じて分掌数を減らしている学校が 2 校あ

った。そのような学校では，生徒指導といった名称の分掌の中に防災を入れるなど，学校

の状況によりその位置付けは異なっている。また，委員会への位置付けとしては，「学校防

災対策委員会」など防災に特化した委員会が存在していた学校は 15 校，生徒指導に係る

問題解決と合同で，「緊急対策委員会」としている学校が 1 校存在した。  

Ⅲ．大分県立大分支援学校における防災教育の実践と課題 

１．学校と防災担当部署の概要および経緯 

 大分県立大分支援学校（以下，実践校）は，大分市の北東部に位置している。実践校が

立地する地点の標高は 21m で，地域住民の避難場所がグラウンドのすぐ下に指定されて

いる。また，2005 年と 2016 年の 2 回の台風により，実践校近隣の森地区などが内水被害

を受けている。

実践校は，1988 年に 2 つの知的障害の養護学校が統合され，大分市から県立移管された

学校である。設立当初は，小学部と中学部だけで児童生徒数 70 名弱の学校であった。その

後，2008 年に高等部が設置されてからは，近年の特別支援教育への理解・啓発もあり入学

者が増加し，大分県の特別支援学校 15 校 2 分校の中で 2 番目に大きい特別支援学校とな

った。他方で，一人当たりの校舎面積が 26.7％と低く，現在も教室不足の状況が続いてい

るため，普通教室を間仕切って複数の学級を置いたり，教材保管室や更衣室などを整えて

学習場所として使用したりと，応急措置的な対応で運営している現状がある。そのため，

実践校は 2012 年（平成 24 年度）より防災備蓄にいち早く取り組んできたが，食料などの

災害用備蓄品を管理する場所の確保に苦慮してきた経緯がある。

防災の取り組みとしては，平成 28 年までは，災害用備蓄品は保健部，避難訓練は生徒指

導部と役割を分担し，共同で防災教育に取り組むことはなかった。また，取り組み開始当

時は，保健部の主任が中心となって災害用備蓄品の収集に関する協力を保護者に求めてい

たが，保護者も教員も知識が少なく呼びかけても準備してこない家庭や，たとえ準備して

きたとしても重度障害児にカップラーメンを持たせるなどの状況があった。加えて，東日

本大震災後に防災教育の推進が急務となったことに並行して，たとえばスクールバスの運

行も踏まえた通学途中の災害対応についてはほぼ未整備であったり，防災教育や対策に関

しては災害備蓄品に偏ったものになっていたりと，いくつかの課題が浮き彫りとなってい

った。さらに，医療的ケアが必要な児童生徒は，医療の関与を受けるための連携や，児童

生徒個々の障害特性が異なることに関連して，保護者との連携も早急に整える必要があっ
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た。

以上を踏まえ，平成 28 年度より分掌機構を再整備するために，防災計画や訓練は生徒

指導部，備蓄は保健部となっていたものを，生徒指導主任を防災教育の軸に据え，課題を

抽出していった。平成 29 年度には，生徒指導部と保健部のそれぞれに，学校防災推進安全

班として組み込み，両分掌で役割分担をしつつ共同班として機能させることとした。さら

に，生徒指導主任と医療的ケア担当者が中心となり，防災教育の推進を図った。

その一方で，取り組み当時は，生徒指導部と保健部はそれぞれ多くの業務があった。特

に，生徒指導主任の負担感が強いということが聞き取りで明らかになったため，平成 30 年

度に防災安全部として独立させることとした（表 2）。これにより，防災安全部が，防災計

画や防災教育，防災研修，防災備品や備蓄品の管理などを一括して分担することになった。

表 2 大分支援学校における児童生徒・教員数および防災担当部署 

（平成 28～30 年度） 

２．カリキュラム・マネジメントを取り入れた防災教育の取り組み 

（1）地域および保護者との連携（平成 28 年〜29 年度） 

平成 28 年〜29 年度の 2 ヶ年は，カリキュラム・マネジメントの視点として，主に地域

連携の強化や保護者理解に努める実践と，教科横断型の防災教育の実践に向けた基盤作り

をおこなった。

まず，地域連携として，近隣の地区長と協議を進めながら地区との連携を図ることで，

災害時に学校から児童生徒がスムーズに避難できるよう避難経路の整備をおこなった。ま

た，付近の薬局やリハビリセンターと連携することで，災害時に薬の提供や支援を受けら

れるように病院側と幾度も話し合いを重ねた。さらに，特別支援学校という校種の特性が

災害時の弊害にならぬよう，地域に対して開かれた学校づくりを心がけた。具体的には，

学校見学会（校舎の内覧含む）を地域も含め幅広く広報し，ホームページも 135 回更新す

児童・生徒数

（内訳・人）

2018年

（平成30年）

238
（小・90，中・47，高・101）

138 ・防災安全部：防災計画，防災教育，防災研修，防災
　備品・備蓄品管理，防災教育モデル事業

保健部，生徒指導部　計8名

防災に関する分掌

2016年

（平成28年）
207

（小・69，中・54，高84）
119 ・保健部：備蓄，緊急対応

・生徒指導部：防災計画・訓練，備蓄・緊急対応，ス
　クールバス

年　度
業務内容

職員数（人）

防災安全部として独立　計10名

2017年

（平成29年）

229
（小・70，中・48，高・111）

138

保健部，生徒指導部　計8名

・保健部（学校防災安全推進班）：自然学校災害等の
  備蓄及び備薬品，緊急対応訓練，ヒヤリハット報告
・生徒指導部（学校防災安全推進班）：自然災害の防
  災計画・訓練・研修会，スクールバス（避難場所の
　選定）
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るなど，地域住民に対して障害を持つ児童生徒の理解が向上するよう努めた。

保護者に対しては，保護者の防災に対する理解向上を踏まえ，校長通信の発行において

防災の内容を積極的に取り上げたり，災害時に対応する連絡体制を再整備したりした。特

に，医療的ケアが必要な児童生徒を持つ保護者を中心とした連絡会を定期的に設けた。こ

の取り組みによって，医療的ケアが必要な児童生徒の保護者は，より不安感が大きいこと

がわかり，医療との連携をより強化していった。このことを踏まえ，災害時の対応につい

ては，医療的ケア担当者と生徒指導主任，管理職を交えて話し合いを重ね，災害時にも 24

時間の電源確保ができるよう整備した。さらに，災害時の一斉メールの配信（既読が分か

る）やトランシーバーの導入により，素早く連絡できるよう整備を進めた。

（2）教職員の意識改革と体制の整備（平成 28 年〜29 年度）

平成 28 年度までは，教職員の個人情報を整理したものや教員間の連絡網などが災害時

用に整備されていなかったため，災害時の連絡体制が特に脆弱であった。そこで，教職員

に対する防災・減災への意識改革を踏まえ，教職員の連絡網の作成や個人情報の整理をお

こなった。管理職不在時の権限委譲については，平成 28 年 4 月に発生した熊本地震以降

早急に作成し，実働できるよう整備した。また，スクールバスの避難場所の確保や，職員

同士による避難経路の確認，防災マニュアル等の見直し，さらには教職員に対して自助を

意識させるため，「72 時間生き延びる」ための防災グッズの整備などをおこなった。  

 また，学校としての防災力を向上させるため，災害時を想定した訓練や準備・対策を随

時おこなった。たとえば，災害時に担任が不在でも児童生徒をスムーズに避難させられる

よう，全ての児童生徒の障害の特徴（障害名）や薬，保護者の連絡先，痙攣の有無，食物

アレルギーの有無などの情報を各学部で整理しファイリングした。また，災害時に児童生

徒が地域の方の支援を受ける際にもスムーズに避難できるよう，個人の特徴や車椅子の使

用，食物アレルギーに関する情報をまとめ，それらをラミネート加工し各車椅子に取り付

けた。

避難訓練に関しても，通常の避難訓練に加え，看護師と養護教諭が連携して，医療的ケ

アが必要な児童に特化した避難後の 24 時間を想定した避難訓練を別途実施した。校長室

には，児童生徒や保護者をはじめとする来室者に一目でわかるように，避難時に持ち出す

ものをキャリアバッグに詰め，ヘルメットと共に視覚支援的に設置し，避難訓練時に活用

した。

また，教職員対象として防災研修会を夏季休業中に開催し，自宅から学校までの行程を

各自確認した。さらに，県立学校の教職員は広範囲から通勤しているため，各市町村の作

成している防災マップを基に居住地域ごとのグループを作成し，各地域の災害リスクを研

修会の中で確認することで学習を深めた。

（3）児童生徒への防災意識の涵養（平成 28 年〜29 年度） 

 実践校は知的障害を主とする支援学校であり，小学部から高等部までの児童生徒の障害

の状況や程度も様々である。児童生徒の中には，危険認知力の無い者や自力で移動できな

い者などもいるため，災害時の行動能力にも大きな差がある。そのため，目的別あるいは
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発達段階に応じた防災訓練を組むことや，一回の防災訓練の中で複数の目的を持たすよう

な訓練の実施は困難であった。これを受け，災害時にも適用・応用できるよう，まずは授

業中だけでなく，休み時間や休憩時間などでも教師の指示を静かに座って聞くという姿勢

を重要視した。また，全校集会では，iPad を用いた視覚支援的な要素を取り入れたり，防

災訓練として起震車の導入や放水車による消火訓練をしたりするなど，可能な限り児童生

徒が五感で防災や自然災害を理解できる状況を設定した。

さらに，平成 24 年に県内で最も早く導入した食料備蓄を，これまで一か所に集積して

いた体制から，各学年あるいは学級ごとの持ち物として教室に一括して保管するよう整備

した。夏季休業中の授業日には，それら備蓄品を実際に食べることで，保護者の意見も集

約しながら備蓄品の内容の改善をおこなってきた。

（4）教科横断型の防災教育に向けた基盤作り（平成 28 年〜29 年度）

28 年～29 年度は，カリキュラム・マネジメントを取り入れた教科横断型の防災教育を

実践するための最初の試みとして，まず高等部の教員による家庭科の単元において避難リ

ュックを作成するための試作品づくりから始め，その後生徒の作成時間を設けた。また，

作業学習の時間に災害時等で活用できるマスクを作成し，文化祭の時に広く一般にも販売

するようにした。さらに，朝の時間には，児童生徒に避難場所まで走るという意識付けを

おこなうため，体力向上も踏まえた日々のランニングを学部別に積極的に取り入れた。

 そのほか，宿泊学習に備え，集団になじめない自閉症の児童生徒が，避難所においても

食事ができるよう，集団の中で食事をする訓練を日常の給食の時間において段階的に設定

した。また，無理強いしない範囲で，日ごろからサイレンの音に慣れさせたり，災害時に

高等部の生徒が小学部の児童と一緒に避難できるよう，児童生徒が顔なじみになるための

授業交流をおこなったりした。

また，平成 29 年度までは学部ごとの教室配置にしていたものを，高等部のアタックコ

ース（一般就労コース）の生徒を中学部棟の２階に配置するなど，小学部・中学部共に近

い教室配置に変更した。このことは，教室不足によるものもあったが，防災教育の延長と

して児童生徒同士がそれぞれの特性を理解し，相互援助の体制を作るための方策でもあっ

た。さらに，実践校は教職員数が多いため，他学部の特定の教職員の顔や名前だけしか判

別できない教職員や，児童生徒個々の特性を知らない教職員も存在した。そのため，防災

教育の研修会などを縦割りとしたり，学部の枠を外して共同作業をおこなう職員研修の体

制を取ったりするなど，教職員同士の理解向上に努めた。また，配慮の必要な児童生徒に

対しては「子どもを知る会」を開催し，緊急時の体制や日ごろから配慮すべき特性につい

ても共通理解をおこなうよう努めた。

（5）教科横断型の防災教育の実践（平成 30 年度）

平成 30 年度より，カリキュラム・マネジメントを取り入れた教科横断型の防災教育の

実践に取り組んだ。特に実践にあたっては，児童生徒に実践力をつけることを目標とし，

主体性を持って行動できるよう体験型学習や問題解決型学習を積極的に取り入れた。また，

児童生徒の個々の障害特性や発達の段階に応じた防災教育の目標を設定し，指導する内容
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を整理したうえで授業実践をおこなった。

平成 28 年～29 年度の基盤作りの段階では，明確な防災教育の目標を掲げずに実施して

いたため，平成 30 年度は「一人一人が，命を守り，命をつなぐための知識を身につけ，発

災時に必要な行動をとることができる児童生徒の育成」という目標を定めた。さらに，既

述したように，平成 30 年度には防災管理体制の整備として，防災安全部を新たに作成し

た（表 2）。これを受け，防災教育の目標と防災教育で学ぶ力の評価項目を新たに定め，そ

れぞれ学部ごとに設定した。

実践校における学校教育および防災教育の目標を図 1 に，防災教育の具体的な指導内容

を表 3 に示した。大分県が掲げる防災教育のねらいは，主に自助，共助の意識を高め，自

然災害の発生メカニズムや防災に関する基礎的・基本的知識を付けることにある。それを

受けて，実践校の防災教育目標も設定した。また，学部ごとに受援，知識，思考・判断，

危険予測・主体的な行動の目標をそれぞれ設定した。たとえば，中学部の思考・判断では，

地域の災害リスクや災害履歴を理解し，安全な行動を取るための判断に生かすといった点

を明示している（図 1）。  

表 3 教科横断型の防災教育の指導内容（平成 30 年度） 

教科横断型の防災教育の指導内容として，小学部では，体育や国語と自立活動の領域を

組み合わせた防災教育（授業）などを実践した。また，高等部においても数学と体育や，

生活単元学習と国語を組み合わせるなど，複数の教科横断型の防災教育（授業）を実践し

ている。たとえば，数学と体育の教科横断型の授業では，津波速度の体験として，津波の

速度とされている時速約 36km（数学）を意識付けさせるため，教員がスクーターで生徒

の前を実際に走行し，その速さを観察させた。次に，体験型学習として，教員が先端に津

波をイメージさせた青いテープを付けた竹竿を持ち，スクーターを使って時速約 30km で

走行した。その際，生徒は横一列で走って逃げ（体育），抜かれた際に青いテープが頭上を

小学部 中学部

【体育/自立】
・集団行動をしよう
・先生の指示を聞いて動こう
【音楽】
・リズムに合わせてポーズを取ろう
【国語/自立】
・好きな物を探して発表しよう
（聞く・話す）
・防災マップを作ろう
（読む・書く）
・自分の気持ちを表そう

【避難生活体験】
・備蓄品を実際に食べてみよう

【避難訓練】
・予告なし避難訓練
・煙体験

【生単】
・防災マップを作ろう
・防災オリエンテーリング
・校内の非常設備を探そう
【数学】
・地震や津波について知ろう
【職業・家庭】
・防災ずきんを作ろう
・災害時を想定して炊飯をしよう
【美術】
・災害時に使うスリッパを作ろう
【保健体育】
・津波の速度を体験しよう
【総合・国語】
・ペットボトルでろ過装置を作ろう
【国語】
・防災ブースの作成を通じて被災・
　時のアイディアを伝えよう

【避難生活体験】
・備蓄品を実際に食べてみよう

【避難訓練】
・予告なし避難訓練
・煙体験

【家庭/被服】
・防災ずきん作り（通年）
【家庭/調理】
・防災食づくり（通年）
【家庭】
・赤十字出前授業①
　　災害時の炊飯
【社会・生単】
・ハザードマップ作り
・校舎内の危険箇所マップ作り
【体育】
・防災ゲーム（緊急時の対処法）
・赤十字出前授業②
　　救急救命訓練
【数学】
・備蓄品カロリー計算

【国語】
・防災カルタ
【数学・体育】
・津波速度の体験
【生単・国語】
・備蓄品の中身を選ぼう

【避難生活体験】
・備蓄品を実際に食べてみよう

【避難訓練】
・予告なし避難訓練
・煙体験

高等部
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通過することで津波に飲み込まれるような緊張感や臨場感を体感させた。  

 

 

図 1 大分支援学校における学校教育および防災教育の目標（平成 30 年度） 

 

Ⅳ．実践校における防災教育の成果と課題 

 

1.防災教育および取り組みの成果 

（1）学校運営計画とそれに係る学校評価（平成 28 年～29 年度） 

 実践校における取り組みの中で，平成 28 年～29 年度にかけての成果は大きく二つある。

一つは，平成 29 年度の学校教育目標の重点目標の中に，「安全安心な学校づくりの推進」

を掲げることができた点である。前述のように，平成 28 年度は防災教育やそれに関連し

た様々な取り組みを蓄積してはいたが，外部に公表する学校運営計画の学校評価結果とし

ては，それらの取り組みに関する点を重点目標に掲げていなかったため評価ができなかっ

た。その要因としては，平成 28 年度の校長は赴任 1 年目であったため，前年度末に作成

した学校運営計画に則り新学期が始まったことにある。  
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通常，分掌機構を変えるには，校長の学校運営計画が基となり，1 年間の実践において

中間評価と最終評価がおこなわれる。その評価は学校評価と呼ばれ，各分掌の評価と学校

関係者評価，保護者評価等の第三者による評価が基となり，4 段階の評定が平均値で下さ

れる。この 1 年間の評価に基づき，次年度の学校運営目標が設定される。校長は次年度の

学校運営計画を周知徹底させるために，分掌機構そのものが適切であるかを学校の人員や

重点目標の到達度により検討する。この際，大まかな分掌の変更は事前に教頭を入れた管

理職で検討され，それを基に運営委員会にかけて次年度の分掌が決定するという仕組みに

なっている。分掌構成は，その時の学校運営目標を到達するにふさわしい人員配置や分掌

の仕事内容になっているかを分掌主任が中心となって再度検討され，各分掌に下ろされる。

つまり，校長が新しい学校に赴任し，自分の学校運営目標を決める際も，次年度に作成さ

れた学校運営計画を赴任後数日で変更することは難しい。また，各学校の分掌機構は，そ

れぞれの校種や特性によって決まっており，長い年月をかけて成立していることがあるた

め，通常は時間をかけて変更していくことになる。

以上のように，学校経営は一般的に校長のリーダーシップにより推進されていくものだ

が，実践校のように教職員数が多い場合には，新しく赴任した校長が学校の実態を把握し

ないうちに学校運営計画を変えることは望ましくない。そのうえで，平成 29 年度の重点

目標に防災に関する項目を示すことができた点は，きわめて重要な意味を持つ。

もう一つは，学校運営計画に係る学校評価についてである。上記のように 2 年かけて，

学校運営計画を練り直し，分掌それぞれの役割分担と改革をおこなってきた。その結果，

保護者や学校評議員をはじめとする学校関係者からは，たとえば「災害時の備蓄品準備に

ついて，よくやっていると感じる」や「安全管理体制について，学校から『スクールメー

ル』が台風時の登校判断等で配信され，非常に安心している」といった評価が得られた。

よって，平成 28 年度からの取り組みを踏まえ，平成 29 年度の「安全安心な学校づくり」

については，一定の評価を得ることができたとみなすことができる。 

（2）教科横断型の防災教育の成果（平成 30 年度） 

教科横断型の防災教育の実践は開始したばかりで，すぐにその成果や効果を検証するこ

とは難しい。そのため，ここでは，児童生徒や保護者の感想，あるいはその後の発展や副

次的効果などを基に，授業そのものを検証する。

中・高等部で実践した数学と体育を組み合わせた『地震や津波について知ろう（中学部）』，

『地震・津波のメカニズムを知り，地震の怖さや津波の高さ・速さを体感しよう（高等部

2，3 年』の単元では，疑似的な津波に抜かれまいと生徒が走るという体験型学習を取り入

れた。このことにより，「津波は速い」，「津波は怖い」という感覚が児童生徒には残ったよ

うで，最後のまとめでは「津波がきたら間に合わない」，「津波が来るとニュースでわかっ

たらすぐに逃げる」といった感想が児童生徒から聞くことができた。また，津波の高さの

体験（校舎 3 階の高さ）を実際に見て確認したことで，「高いところに避難することが大事

（垂直避難）」ということや，「4 階以上の建物に逃げなくてはならない」といった内容を

自分で考えて述べることができた。

また，中学部の保護者からの連絡帳には，「帰ってすぐに，津波体験の話をしてくれまし
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た。とても速くて（津波から）抜かれそうになったけどなんとか逃げきれたと教えてくれ

ました」や，「夕食の時，今日あった地震や津波の授業のことを娘が話してくれました。（中

略）外で津波と競争して負けてしまったことなどたくさん話してくれました」という旨が

書かれていた。さらに，後者の連絡帳には，「家族みんなで，家で地震があった時のことも

話すことができました」とも記載されていた。このことから，この教科横断型の防災教育

は，体験型学習も導入したことにより，生徒に対して地震や津波の怖さや速さを，五感で

理解させることができたと評価できる。

『防災ずきん作り（家庭）』の授業においては，自分自身の防災ずきんを作成することが

できた。その結果，特別支援学校という校種としての特性上，帽子も含め頭に何かを被る

ことが苦手だった生徒が，自作した防災ずきんということで抵抗なく，避難訓練でも被る

ことができた。

『校舎内の危険箇所マップ作り（社会・生単）』の授業においては，校内で“落ちてくる”，

“倒れてくる”，“移動してくる”場所や物を調べて回り，それぞれに危険シール（△の中

に！マーク）を貼った。その結果，その後におこなわれた避難訓練では，危険シールが貼

られた場所から離れて避難行動を取ったり，付近では頭を隠したりするなど，児童生徒が

自ら考えて行動をとることができるようになった。このことは，「避難訓練では頭を守る」

という一般的なことや，「なぜ頭を守らなくてはいけないのか」，「なぜ低い姿勢がよいのか」

といった様々な災害時の行動について，児童生徒が体験学習の中で学習した点として評価

できる。

2.取り組みの課題

（1）平成 28 年～29 年度 

平成 28 年度は，カリキュラム・マネジメントを取り入れた防災教育をおこなうため，学

校の校務分掌の機構を見直した。これまで，保健部が全校児童生徒の食料や医療的ケア，

けいれんなどの医薬品の保管，児童生徒に係る防災用品の整備をおこない，生徒指導部が

避難訓練をおこなうという係になっていた。また，分掌そのものが抱える業務に加え，防

災教育の活動が入ってくると教職員に大きな負担がかかるということが分かった。分掌会

議は各分掌が受け持つ仕事があり，少数で担当していた教職員へ新たな指示や研修会を入

れるには，年間計画の関係で難しいことも多かった。さらに，分掌同士の横の連携が取れ

ていないという大きな課題もあった。また，前年度の 3 月に分掌機構が決まった後では，

変更が難しいということも本取り組みの課題としてあげられる。

さらに，防災教育を推進するにあたり，防災教育だけを位置付けるのではなく，教育活

動全体から推進する必要があったため，学校教育目標や学校運営計画との関連性，および

教育課程や研修についても計画的に推進する必要性があった。そのために，分掌主任など

への聞き取り調査やアンケートを実施したが，それらを具現化するための手立てが不足し

ていた。避難訓練だけの防災教育ではなく，日常的に教科の中で実践する取り組みが必要

であった。
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（2）平成 30 年度 

 平成 30 年度は，教科横断型の防災教育を開始した年度である。しかし，通常年間指導計

画は前年度の 12 月に作成するため，平成 30 年度から実践した教科横断型の防災教育の取

り組みを，年間指導計画や教科ごとに作成している個別の指導計画に反映させることが困

難であった。つまり，教科横断型の防災教育を実践するためには，かなり早い段階から授

業計画を作成しなければならず，教員への負担がその分大きくなる。また，通常の授業で

あれば，教科の取り扱いの内容を決め，次に目標や指導内容を決めていく流れで授業計画

は作成していくが，教科の中で防災教育を実践する際には，先に取り扱いの内容を決め，

次に目標や指導内容を決めてから，最後に教科を決めるという通常とは逆の順序になって

しまった。これは，無理に教科の中に防災を組み込む必要があったことによって生じた課

題であるといえる。また，教員からは，たとえば地震・津波のメカニズムに関する単元で

は，実際には理科や数学，体育と複数の教科が横断しているため，どの教科に充てるべき

か難しいという意見も聞かれた。さらに，児童生徒各々につけさせたい力が異なるため，

教科横断型にした際，題材名や「めあて」を考えるのに迷う部分があったとの意見もあっ

た。  

 加えて，小学部，中学部，高等部と発達段階に応じた系統性のある防災授業の取り組み

が実践できなかった。さらに，児童生徒の興味関心を引き出すための模型作りなどに時間

を費やしてしまうという問題点があった。  

 

Ⅴ．まとめと今後の展望 

 

大分県では，県教育委員会学校安全・安心課を中心とした取り組みによって，県内でも

防災教育の実践が蓄積されてきた。特別支援学校においても，研究指定校を中心として様々

な教材・教具の開発や医療的ケアの児童生徒の薬の管理，引き渡し訓練，防災食づくり，

校内宿泊訓練，防災に関する地域連携などがおこなわれ，その成果や課題が検討されてき

ている。  

そうした中，筆者らは平成 28 年～30 年度にかけて，大分県立大分支援学校において，

カリキュラム・マネジメントの視点を取り入れた防災教育の実践に取り組んだ。具体的に

は，平成 28 年～29 年度は，特に「地域および保護者との連携」，「教職員の意識改革と

体制の整備」，「児童生徒への防災意識の涵養」，「教科横断型の防災教育に向けた基盤

作り」をテーマに，学校全体で実践に取り組んだ。  

平成 30 年度は，前年度に作り上げた基盤を軸に，体験型学習や問題解決型学習を積極

的に取り入れた教科横断型の防災教育に取り組んだ。たとえば，小学部では体育や国語と

自立活動の領域を組み合わせた防災教育（授業）を実践し，高等部では数学と体育，ある

いは生活単元学習と国語を組み合わせるなど，複数の教科横断型の防災教育（授業）を実

践した。その結果，児童生徒は多角的なアプローチで防災や自然災害を捉えることができ，

基礎的な知識を習得しただけでなく，災害時に主体的な行動を取れる力を身に付けさせる

ことができた。  

その一方で，いくつかの課題も残った。たとえば，分掌の整備では，防災関係の仕事を
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分担に入れてしまうと，分掌そのものが抱える業務に加わるかたちになってしまい，教職

員に大きな負担がかかるということが分かった。また，教科横断型の防災教育の実践につ

いては，かなり早い段階から授業計画を作成しなければならず，教員への負担が大きくな

る傾向が見受けられた。また，教科に防災を結びつける必要があるため，通常の授業計画

とは異なる順序で計画を作成しなければならないという問題も生じた。

これらの成果と課題を受け，今後は特別支援学校同士が連携する援護体制の構築や，教

育課程を整備ながら学習活動の計画的・継続的な防災教育が望まれる。また，学校運営と

防災教育はきわめて密接な関係にあるため，防災教育の推進には分掌機構の整備が重要で

ある。特に，防災教育をより計画的・継続的に実践するためには，年間計画の作成を前年

度からおこない，教育課程に防災教育を位置付けることが重要である。また，教務部との

連携において，教育課程の編成や研究研修部による計画的な研修と，教科横断型の計画的

な授業運営の方略についての共通認識も必要不可欠である。さらに，特別活動や学校行事

だけの避難訓練や防災教育にならぬよう，カリキュラム・マネジメントの視点を取り入れ，

教科横断型の防災教育を教育課程に位置付ける必要があるだろう。今後は新学習指導要領

に示されているように，防災教育を教科横断型の中で学び，教育課程に位置付けていく授

業づくりが求められる。また，個別の指導計画においては，その評価を加味しながら，PDCA

のサイクルで見直すことが求められるだろう。

最後に，これまでの大分県防災教育モデル実践事業の中で，特別支援学校における防災

教育の実践に関して示された課題について述べる。大きな課題の一つは，特別支援学校は

学校規模，地域性，児童生徒の障害の状況，分掌構成などによって学校運営が大きく左右

されるという点である。また，教職員の転出入の数も多く，防災教育のノウハウを新体制

で引き継ぎながら，積み上げていくことも難しい。前年度から翌年度の教育課程を組むに

あたり，防災教育関連部署だけではなく，教務部や研修部との連携，各教科での取り組み

などを細分化して推進する必要もある。そのため，保護者や地域を巻き込んだ防災教育を

推進するためには，学校長の裁量やミドルリーダーの存在は大きいだろう。今後はこれら

の課題も踏まえ，特別支援学校においてより実践的な防災教育の取り組みをおこなってい

く必要がある。 
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【注】 

1. 平成 29 年度までは，大分県教育庁体育保健課であったが，平成 30 年度より大分県教

育庁学校安全・安心支援課に移管した。
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2. これまで大分県防災教育推進委員会が編集した『防災教育実践事例集』は，全て大分

県教育委員会のホームページから閲覧・取得できる。（大分県教育委員会防災教育・学

校安全対策（https://www.pref.oita.jp/site/gakkokyoiku/list21484-25098.html）

3. 文部科学省  幼稚園教育要領．http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou

/you/index.htm

4. 文部科学省  特別支援学校幼稚部教育要領．http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ne

w-cs/youryou/tokushi/1284520.htm

5. 全国特別支援学校校長会会長 横倉  久：平成 28 年 11 月 4 日全国特別支援校長会の

取りまとめ「次期学習指導要領に向けたこれまでの取り組みの審議のまとめ」に関す

る要望書
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