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防災を国民の教養に！

　東日本大震災から，３年が過ぎた。震災直後（平成
23 年 3 月 22 日）に，「生かされた者として，顔を上げ，
常に思いやりの心を持ち，強く，正しく，たくましく
生きていかなければなりません。命の重さを知るには
大きすぎる代償でした。しかし，苦境にあっても，天
を恨まず，運命に耐え，助け合って生きていくことが，
これからの私たちの使命です。」と強い決意を述べ，全
国に感動を与えた気仙沼市立階上中学校の梶原裕太君
の卒業式答辞（『平成 22 年度文部科学白書』p.9）を思
い出す。その言葉どおり，あの大地震と津波，福島第
一原発事故等の深刻な影響で，個人や地域の復旧，復
興がなかなか進まず，いまだにプレハブ校舎や仮住ま
いを続けている多くの人たちや学校がある。その中で，
多くの方々の温かい支援を受け，先生方や保護者が力
を合わせ，子どもたちも懸命に生き，その姿が保護者
や地域の人々の新たな活力を生み出している。
　今回の東日本大震災では，日頃の避難訓練の有効性
が示された反面，あいまいで実際に機能しなかった計
画，液状化や津波で破壊され押し流された家屋や学校，
避難所運営と教育復旧の両立に苦悩した学校等があっ
た。学校，家庭及び地域社会が連携し，具体的で機能
する危機管理体制の整備や幅広い安全対策と実際に役
立つ避難訓練や基礎となる防災教育が求められている。
　最近では，局地的な集中豪雨や竜巻，歴史的な豪雪
などによる被害も発生している。学校における防災教
育は，さまざまな災害に対して，学校教育活動全体を
通じて，自らの安全を確保するため主体的に行動でき
る能力や態度，支援者としての視点を育成することを
目指す。その基礎は，保健での「自らの危険を予測し，

回避する能力を高める」学習にある。他教科等の学習
も含めて発達の段階に応じて自然災害や防災に関する
知識を学び，さまざまな場面で的確に判断し，状況に
応じて迅速な行動を取る体験（避難訓練）等によって，
身に付く。
　それらを通して，防災が自然災害の多発する我が国
の「国民の教養」としてしっかり根付いていくことを
目指したい。そのためには，教科書での扱いの充実が，
重要なキーポイントになる。

（東京女子体育大学教授　とだよしお）

戸田 芳雄

〈幼稚園〉 〈小、中、高等学校〉
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▲図　教育課程における防災（災害安全）教育の機会
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１．中学校保健分野に位置づけられた防災教育の内容
　防災に関する内容については，保健学習では，中
学校保健分野の「（3）傷害の防止」に位置づけられ
ている。具体的にみると，「ア 交通事故や自然災害
などによる傷害の発生要因」で，交通事故や自然災
害などによる傷害は，人の心や体の状態や行動の仕
方などの人的要因，生活環境における施設・設備の
状態や気象条件などの環境要因，及びそれらの相互
のかかわりによって発生することを理解させる。ま
た，「ウ 自然災害による傷害の防止」では，自然災
害による傷害は，災害発生時だけでなく，二次災害
によっても生じることを理解させる。その際，地震
を例として，地震発生時の家屋の倒壊や家具の落下，
転倒などが原因となって傷害が生じること，地震に
伴って起こる津波，土砂崩れ，地割れ，火災などの
二次災害によっても生じることを取り上げるように
なっている。さらに，その傷害の防止には，日頃か
ら災害時の安全の確保に備えておくこと，地震など
が発生した時や発生した後には周囲の状況を的確に
判断し，冷静・迅速・安全に行動すること，事前の
情報やテレビ，ラジオ等による災害情報を把握する
必要があることを理解できるようにするものとなっ
ている。
　保健学習の実践に向けて，
言うまでもないが，ここでは，
災害そのものの防止ではなく，
災害によって生じる傷害の防
止について理解させることを
忘れないようにして，学習指
導要領に示された内容を踏ま
えた展開の工夫が求められる。

２．小学校の保健学習でも発展的に取り入れること
　　が望まれる防災教育
　保健学習では，平成 20 年改訂の中学校学習指導
要領において，前述した二次災害によって生じる傷
害に関する内容が新たに位置づけられ，防災教育
の内容の充実が図られた。しかし，この改訂当時
は，東日本大震災の発生前であり，今となってはそ
うした充実の意図を一層重く受け止めて，よりしっ
かりと指導していくことが求められていると考えら
れる。すなわち，災害にかかわる安全についての学
習は，地震や津波等の災害の発生が一層危惧される
今日の日本において，極めて重要となっている。そ
して，保健学習においては，児童生徒に，災害によ
る傷害の防止に関する基礎的な知識を着実に身に付
け，防止に向けた実践力につながる学習をより確実
なものにする必要があると言えよう。
　そのため，小学校でも，中学校との系統性の視点
から，５年生の「けがの防止」における発展的な学
習として，自然災害によるけがの防止について指導
することは有意義であり，積極的に取り組むことが
望まれる。　　　　　　　

（筑波大学体育系教授　のづゆうじ）

保健学習における防災教育

野津 有司

小学校５・６年「（2）けがの防止」 中学校「（3）傷害の防止」 高校「（1）現代社会と健康」

エ　交通安全
（ア）交通事故の現状
（イ）交通社会で必要な資質と責任
（ウ）安全な社会づくり

オ　応急手当
（ア）応急手当の意義
（イ）日常的な法応急手当
（ウ）心肺蘇生法

ア　交通事故や自然災害などによる
　　傷害の発生要因

イ　交通事故などによる傷害の防止

ウ　自然災害による傷害の防止

エ　応急手当

ア　交通事故や身の回りの生活の危険が
原因となって起こるけがとその防止

イ　けがの手当

※発展的な学習
　自然災害によるけがとその防止

▲図・安全に関する内容

▲小学校保健での防災教育の例　（平成27年度用『新編　新しい保健　5･6』p.22）
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　あの震災の翌月，いつもの年より１週間遅れで学校
がスタート，私が勤務する学区内に気仙沼市や南三陸
町の沿岸部から津波で甚大な被害があった皆さんの二
次避難所が開設され，始業式の日に 12 名の転入児童
がありました。前任地の松島自然の家で津波を目の当
たりにした私は，その子どもたちと初対面，母親は皆
うつむき加減で緊張の面持ち，親の陰に隠れる子，涙
を浮かべる子，そわそわする子，恐怖と不安が入り交
じり，私ともども心穏やかではいられない気持ちでし
た。「校長先生も津波に遭ったんだよ」と声を掛けると，
母親たちはにこりとし，子どもたちは顔を上げきょと
んとした表情に，私はほっと胸を撫で下ろしました。
その後，子どもたちが，明るく元気に友だちと楽しく
遊ぶ姿に幾度となく安堵したものです。
　何度目かの大地震を想定した避難訓練の時のことで
す。訓練を終え，私が講評を話し始めると，一人の女
子児童が頭を下げて泣いていました。沿岸部から転校
してきた児童でした。3 か月が経っても余震や地震の
話に過敏に反応し，あの時のことが蘇り恐怖と不安か
ら涙をよく流すとのことでした。震災後のメディアは，
連日「未曾有」「想定外」を連呼し，大津波や原発事
故のシーンを流し続け，それを見聞きするたび，新米
校長の私は，何を教訓に何をなすべきか，自問自答の
毎日を過ごしました。
　日本人は，太古より自然の豊かな恵みを糧とし，自
然の猛威や脅威といった災害をも克服しながら繁栄し
てきたと歴史は説いています。全国的に有名な松島は，
縄文時代の遺跡が数多く見つかり，その地形は今なお
変わっていないと言われています。その松島湾を塞ぐ
ように宮戸島があり，島の外洋側に住む縄文人は，津
波を避けるかのように湾側の浜に移り住んだと言いま
す。実に先の震災では，外海に面した地域は被害が大
きく，湾内の町は比較的小さかったことがこのことを
物語っています。松島に住んだ縄文人の知恵と不変の
美しい島々が，無言のまま大震災の教訓を諭している
かのように思われてなりません。
　大震災は私たちにどんな教訓を残し何を教えている

のか。今となれば教訓は山ほどあったはずです。せん
べい一枚を分けて食べたあの夜，冷たい水に腰まで浸
かった捜索活動，全国から届いた支援物資とボラン
ティア，整然と順番を待つコンビニの行列，便利で快
適過ぎたライフスタイル，停電でもゲームをしたがる
子どもたち，ガソリンスタンドに列をなす車等々。便
利な生活に慣れきっている自分が本当に情けなく，電
気が通った時のありがたさとそれ以上に悔しかったあ
の思いを，私は一生忘れないでしょう。
　あれから３年，登下校時の避難訓練とハザードマッ
プ作り，保護者参加の総合防災訓練，登下校や休日に
児童が避難する「SOS の家」の設置，避難所設置と運
営訓練，総合防災計画策定，そして子どもたちの体力
向上と相談室設置による相談活動等々，私は「笑顔あ
ふれる安心安全な学校」づくりを掲げ，いざという時
に「自分の命は自分で守る」という実践力を養うこと
を目標に防災教育の充実に取り組んできました。今実
感することは，子どもたちの体力不足と生活力の乏し
さです。体育や保健の学習がたくましく生き抜く力を
育む基盤であると確信しています。まさに学校に求め
られる役割がそこにあると思います。
　東日本大震災の復興は，まだまだ長い年月が必要だ
と言われています。私たちは震災の経験と教訓を糧に，
今こそ教育の重要性と役割を再認識するとともに，新
たな時代に真の復興を担う子どもたちを育む必要があ
ることを痛感しています。終わりに被災した子どもた
ちの一日も早い心の復興を願いながら結びとします。

（宮城県登米市立米川小学校校長　いとうふみよし）

大震災に学ぶ

伊藤 文由

▲小学校保健での防災教育の例　（平成27年度用『新編　新しい保健　5･6』p.22）
◀ハザードマップ作り

総合防災訓練▶
（保護者引渡）
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医務室から

時代とともに変化する応急手当時代とともに変化する応急手当 齋藤 麗子医師

　災害時には，多数の負傷者が発生するため，学校現
場でも応急手当が重要になる。しかし，かつては「常識」
とされた応急手当法が，今では「やってはいけないこと」
とされている場合も少なくない。時代とともに考え方
が変化した応急手当について述べる。
１）熱中症　日射病は炎天下の太陽の強い光で発生す
るとされ，体育館などの日が当たらないところでの水
分補給がないがしろにされ，疲れるからと水を飲んで
はいけないと言われていた時代があった。今では太陽
の光以外にも温度と湿度と通風が熱中症の要因とされ
ている。汗を大量にかけば水分補給の必要性が理解さ
れるが，脱水が強くなると汗をかけなくなるので，体
温やのどの渇きなどにも注意が必要である。水を補給

するだけでなくナトリ
ウム，カリウム，クロ
−ルなどのイオンの
補給が必要とされ，ス
ポーツ飲料などが普及
した。
２）突き指　ボールを
使う競技に多いが，以
前は突き指して腫れた
指は「引っ張る」とさ
れていた。しかし打撲
は RICE 処置（安静，
冷却，圧迫，挙上）が
原則であり，湿布また
は濡らしたタオルなど
で冷やし，安静を保つ
ことが重要である。骨
折しているかもしれな
いので引っ張ることは
厳禁である。

３）痙攣　痙攣している時に「舌を噛んではいけない」
と口をこじ開けてタオルを入れたり，割りばしにガー
ゼをまいて口に入れたりしていた時代があった。しか
し，そのようなことをして刺激を与えると痙攣が長引
くと考えられ，現在はやってはいけないこととされて
いる。嘔吐物が気管に入らないように顔を横に向ける
程度で，刺激せずに時間を計り様子を観察することが
必要である。
４）やけど　やけどに身近にある軟膏を塗って包帯を
巻くという応急処置をしていたこともあった。今はま
ず水疱を作らないことが第一である。流水で 30分くら
い冷やし続け，痛みがなくなり水疱ができないように
する。もし，水疱ができてしまったら，破かないよう
に冷たく濡らしたガーゼなどで保護して医療機関を受
診する。
５）鼻出血　「上を向かせ首の後ろをトントンと叩く」
とされていたことがあったようだが意味はない。しか
し今は，出血を吸い込まないように，顔をうつむかせ
鼻をつまみ冷やす程度で様子を見るとされている。止
血しない場合は，出血部位の鼻中隔の前下部（キーゼ
ルバッハ部位）を圧迫止血するために脱脂綿のタンポ
ンをする場合もある。
６）擦り傷　擦りむいた傷にはヨードチンキあるいは
赤チンを塗るのは以前に行われていた。出血が渇いて
かさぶたになって，いずれむけて傷跡が残り治癒する
という経過であった。最近は湿潤療法（モイストヒー
リング）という治療で傷跡を残さない方法が広がって
いる。傷口を清潔にしてそこから出る体液（浸出液）
を保ったほうが痛みが少なく傷が早くきれいに治ると
いう治療である。体液には細胞を増殖させる環境を整
える働きがあり，表皮が早く再生され傷が残らないと
されている。専用の絆創膏が販売されているので，救
急箱には揃えておきたい。

（十文字学園女子大学教授　さいとうれいこ）
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