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- A case study of social studies on junior high school - 
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要旨 本研究では，中学校社会科における防災学習の変遷を学習指導要領の記述から検討を加えた．1947 年の学習指導要領（試案）で

は，防災教育は中学校社会科で 1 単元取り扱われており，それだけ防災教育が重視されていた．これは，経験主義が強く現れていた社

会科が横断的な学習を可能にしていたからではないかと考える．しかしながら，その後，防災教育の内容が理科に含まれることになり，

社会科の内容は無駄な重複として削減されていき，1989 年の学習指導要領では完全に記述がなくなった．しかし，阪神・淡路大震災を

契機に防災教育の重要性か再び高まったことにより，1998 年の学習指導要領で社会科においても防災に関する内容が復活することとな

る．その後の改訂でも社会科における防災教育の内容は増加し，地域に対応した防災の重要性が示されている．特に 2017 年の学習指

導要領では従来の科目の枠組みを超えて防災を総合的に学習できるようになった．教科教育の中で防災教育が位置づけられつつある． 
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１．序論  
（１）研究目的  

1995 年の阪神・淡路大震災以後，防災教育へ

の関心は高まっていたが，2011 年の東日本大震

災によって，防災教育はさらに大きな関心を寄

せられることになった．そして，防災教育に熱

心に取り組んできた地域の事例等も数多く紹介

され，防災教育の重要性がより認識されるよう

になった．また，わが国においては文部科学省

が学校教育を中心に防災教育に取り組んでいる

ということもあり，学校を中心として防災教育

の様々な実践事例がある．社会科においても，

特に地理教育において実践事例が見られる．し

かし，一方では，学校教育における防災教育は，

各教科の関連を図り，防災教育のねらいを達成

するための制度が不十分であるとも言われてい

る．  
そのような中で，各教科における防災教育は

どのように行われるべきなのだろうか．中でも

社会科は，理科や保健体育科と並び，現行学習

指導要領において自然災害や防災に関連する記

述が多く見られる．  
そこで，本研究では中学校における防災教育

の現状について明らかにするとともに，社会科

は防災教育をどのように担っていくべきなのか，

学習指導要領の分析から明らかにする．  
（２）従来の研究  

わが国の学校教育における防災教育に関わる

制度については，いくつかの研究がある．城

下・河田（2007）は，防災教育の制度的な導入

が，なぜわが国の義務教育において行われてい

ないのか，その原因について実証的に明らかに

しようと，1947 年から 1998 年までの学習指導

要領における防災教育の変遷をまとめている．

その結果，系統主義を基礎とした単元構成が防

災教育に不向きであるとし，防災の「総合性」

と学習指導要領の「系統性」がわが国の義務教

育における防災教育を困難にしていると結論づ

けた．  
また，岸田ほか（2009）は，様々な組織が防

災教育について取り組んでいるものの，義務教

育の実際の現場での防災の取り組みは全く不十

分であるとし，学習指導要領の分析を行うとと

もに，内閣府が防災教育を支援する取り組みと

して 2001 年から実施している「防災チャレン

ジプラン」についての分析を行った．その中で，

 ＊  会津坂下町教育委員会  
The Board of Education on Aizu-Bange-machi 
3667-1 Aza Ichinakasanbankou,Aizu-Bange-machi,969-
6547 Japan 
**福島大学うつくしまふくしま未来支援センター
Fukushima University, Fukushima Future Center for 
Regional Revitalization (FURE), 
 1 Kanayagawa, Fukushima-shi, 960-1296 Japan 
 ** a)E-mail: hatsuzaw@educ.fukushima-u.ac.jp 

 

FURE研究報告（2019）福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 

小・中学生別のプランにおいて，結果的に小学

生プランの方が多種多様な取り組みを行ってお

り，段階を踏んだ防災教育は一般に実施されて

いないことを明らかにした．

社会科では防災教育の実践事例をもとにした

研究もいくつかある．権田・今井 は，社

会科教育の目標に資する防災教育のあり方を検

討して地理的分野・歴史的分野・公民的分野の

それぞれの学習内容に防災教育のエッセンスを

取り入れる工夫を重視した授業を行った．具体

的な指導のあり方としては，間題解決型の学習

過程を経ることを念頭におき，地理的分野・歴

史的分野で生徒にとって身近な地域における災

害についての確かな知識と理解を育むことを目

標とする「災害学習」を進め，公民的分野で地

域防災を考え，生徒の社会参画への態度を培う

「防災学習」を進めることを提案した．

また，宅島（ ）は，社会科におけるこれ

までの防災教育授業の現状と課題を明らかにし，

その克服を目指す授業の開発と実践を目指した．

東日本大震災後，社会科の防災教育授業は「知

識網羅主義」「態度育成主義」「活動志向主義」

という現状であり，本格的に内容の改善が行わ

れていないとし，「被害はなくならない」とい

う前提のもと，自然災害への認識を深めていく

ことが，社会科が担うべき役割だとしている．

そして，社会科にしかできないことにそうした

「自然災害リスク概念」の習得によって社会認

識を深め，社会が抱える問題について考える力

の育成であると示している．

日本社会科教育学会（ ）は，東日本大震

災を受けて行われた様々な実践を取り上げてい

る．東日本大震災は地震・津波・原子力災害が

組み合わされ，これまでの災害では見られな

かった大きな被害が発生した．本書ではこれを

受けての様々な実践が紹介されているが，被災

地域でも地域によりどのような災害を重視して

取り上げるかには大きな差がある．また，どの

ような視点から問題に切り込むかなどが実践者

によって異なり，必ずしも同一の問題意識に基

づいて行われたものになっていないなどの課題

がある．

これらの従来の研究の課題は，大きく２つあ

る．１つめは，義務教育の現場で防災の取り組

みが不十分であると言われるものの，その具体

的なデータが示されていないということである．

そして，義務教育における防災教育の取り組み

が不十分であるならば，どの点が不十分である

のかを明らかにする必要がある．

２つめは，防災教育の目的について十分に触

れずに，防災教育の授業実践を行っているとい

うことである．学習指導要領には触れても，防

災教育の目的及びその内容を明確にしないまま

授業を進めることは，防災教育の取り組みを十

分に行ったとは言えない．防災教育の授業実践

を行うのであれば，防災教育の目的を踏まえる

必要がある．

（３）研究方法

前節で示した課題を踏まえ，本研究では，学

校教育における戦後直後から現在までの学習指

導要領等から，特に中学校社会科において防災

教育がどのように扱われてきたのかを明らかに

する．また，学習指導要領について見ていくこ

とに加えて，防災教育に関わる重要な会議での

とりまとめ等も取り上げ，防災教育の動きがど

のように変化してきたのか示す．その分析の結

果をもとにしながら社会科は防災教育をどのよ

うに担っていくべきかについて示す．

２．防災教育とは何か

防災教育とは，どのような教育なのであろう

か．「防災教育は，『防災』という言葉に限定さ

れる，発災前に自分の身の回りでの災害の被害

を事前に軽減したり，災害直後に応急対応をし

たりすることだけではない．実際，防災教育の

専門家等からも，『本来であれば減災教育と呼

ばなければならないところだが，防災教育とし

て定着してきているので呼んでいる』との声が

聞かれる」（注 ）ということから，わが国におけ

る防災教育とは，極めて広い意味を表している

と言える．具体的には，「平常時における事前

準備→災害発生時→復旧・復興期→復興後の４

つの段階において人々が自ら災害に適切に対応

し，被害を軽減することができるようになる

（減災）ための知識を備え，判断し，行動する

能力を育てる教育である」（注 ）ということにな

るが，防災教育の目的は， 年に「防災教育

支援に関する懇談会」の中間とりまとめにおい
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て，次の４つにまとめられている（注 ）．

①それぞれが暮らす地域の災害や社会の特性，

防災科学技術の知見等についての知識を身に

付け，防災・減災のために事前に備え，行動

する能力

②自然災害から身を守り，被災した場合でもそ

の後の生活を乗り切る能力

③災害からの復興を成し遂げ，安全・安心な社

会に立て直す能力

④進んで他の人々や地域の安全を支える能力

本稿では，この４つの日的のもとに行なわれ

る教育を防災教育とする．一方で， 年には，

文部科学省より『学校防災のための参考資料

「生きる力」を育む防災教育の展開』が出され

たが，そこでは防災教育のねらいが３つにまと

められている．この３つのねらいは， 年に

文部科学省より出された『「生きる力」をはぐ

くむ学校での安全教育』に示されている安全教

育の目標に準じたものになっている．この３つ

のねらいは内容的には「防災教育支援に関する

懇談会」の中間とりまとめにおける４つの目的

のものと大きな違いはないが，安全教育に準じ

て３つにまとめられてしまっているため，本稿

では「防災教育支援に関する懇談会」の４つの

目的を現在の防災教育の目的として扱う．

義務教育課程について見ていくと，現在，防

災を含む災害を取り扱うことを目的とする授業

科目は設けられておらず，児童生徒等の発達の

段階に考慮して，関連する教科，総合的な学習

の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通

じた防災教育の展開が必要とされている．具体

的には，各教科や総合的な学習の時間では，防

災に関する基礎的・基本的事項を体系的に理解

し，思考力，判断力を高め，働かせることに

よって防災について適切な意思決定ができるよ

うにすることが取り上げられ，特別活動の学級

活動や学校行事などでは，当面している，ある

いは近い将来予測される防災に関する問題を中

心に取り上げ，安全の保持増進に関する実践的

な能力や態度，さらには望ましい習慣の形成が

取り上げられることが多いとしている（注 ）．

現在，義務教育課程における防災教育はこの

ように行われているが，現在の防災教育で求め

られていることをより明らかにするために，戦

後から現在に至るまでのわが国の学校教育にお

ける防災教育はどのようにして進められてきた

のかを見ていきたい．そのためには，主に学習

指導要領を見ていくことが必要になる．本章で

は目的に沿って，中学校社会科における防災教

育を中心として考察していくこととする．

３．学習指導要領に見る防災教育の変遷

災害に関する用語の登場回数が最も多かった

のは， 年の（試案）であり，その後，

年まで大幅に減少していくが 注 ，それ以降は

増加に転じる． 年から防災に関する用語の

登場回数が増加していることについては，阪

神・淡路大震災の影響を指摘できる． 年に

発生した阪神・淡路大震災は，「それまで四半

世紀の間に自然災害によって亡くなった死者

（日本国内）を上まわる数の犠牲者を単独の災

害で出してしまった．この巨大な衝撃は，それ

までの防災行政や地方防災実践を根本から問い

直すと同時に，防災教育のあり方にも抜本的な

変更を要請することになった」（注 ）と言われて

いる．そして， 年に発生した東日本大震災

を期に，防災教育への関心はさらに高まってい

る．近年はこのように防災教育への関心が高

まっているが，それ以前のことも踏まえながら，

わが国の学校教育における防災教育がどのよう

に進められてきたのかを見ていきたい．

（１） 年版試案に見る防災

まず， 年の学習指導要領（試案）におい

ては，社会科編に特に防災に関する内容が多く

登場している．これにおいては，防災教育は中

学２年生において，１単元分が割り当てられて

いる．単元としては「（Ｖ）自然の災害をでき

るだけ軽減するにはどうすればよいか．」と

なっており，以下に，その単元の目標を示す．

（一）わが国は，いろいろな天災に襲われる危

険性が多いことを理解させ，また，天災は，

いつわれわれを襲ってくるかも知れないこと

の注意を喚起すること．

（二）わが国を襲いやすい各種の天災に関する

科学的知識と理解を深め，科学的根拠のない

迷信や俗説を打破すること．

（三）人類は，不利な自然環境のなすがままに

甘んじているものではなく，努力しだいに
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よっては，かなりの程度まで，自然の威力か

ら免れ得ることを理解させること．

（四）各種の天災に対して，容易に実行し得る

科学的対策を理解させること．

（五）災害時に際して，各自の強い責任感と，

被害者を助けようとする深い愛情心が，どん

なにたいせつであるかを認識させて，平常か

らこの気持を養わせること．

（六）防災科学の進歩・普及が，いかに各種の

天災の軽減に重要であるかを認識させること．

（七）平常の心がけや，訓練が，どんなに災害

時に役だつかを認識させること．

（八）社会状態いかんが，被害の程度や復興の

速度に，どんなに深い関係を持っているかを

理解させること．

（九）天災によって，どんな打撃を受けても，

再起の精神が重要なことを認識させること．

目標について見ていくと，現在，文部科学省

で示されている防災教育のねらいとあまり変わ

らない内容が盛り込まれているのがわかる．ま

ず，わが国が天災に見舞われる危険性が多いこ

とを認識させることや，科学的根拠に基づいた

知識や対策を理解させる内容が充実しているこ

とが見て取れる．この単元の要旨を見ると，天

災をできるだけ軽減する手段である防災科学の

普及が十分でなかったことを遺憾とし，われわ

れの生活を脅かす可能性のある自然現象に関す

る理解と，災害時の心得についての知識と経験

を得させることが学校教育の大切な使命の一つ

であると述べられている．加えて，この要領

試案 では，科学の力を利用することで自然災

害を軽減するという視点ではあるものの，自然

力の利用法を発見するごとに文化は進歩してき

たことについても触れられている．現在，防災

教育推進上の留意点として，自然には恩恵と災

害の二面性があるということを意識させる必要

があるが， 年の学習指導要領 試案 からも，

僅かであるがその視点がすでに盛り込まれてい

たことがわかる．自然の怖さや恐ろしさだけで

なく，自然の力を利用することによって人類が

進歩してきたという視点は，防災教育を進めて

いく上で重要な意識であると考える．

また，目標の（五）（八）（九）の内容では，

災害に対する知識のみならず，責任感や助け合

い，再起の精神といった精神的な部分や復興に

ついても触れられており，支援者としての視点

や減災と社会の関係についての視点が盛り込ま

れていることがわかる．これらの視点から，戦

後最初の学習指導要領での防災教育は，現在示

されている防災教育のねらいにも劣らないもの

であるといえる．また，１単元分の時間が確保

されていることもあり，学習活動の例として

「地震」をはじめとして「火山」「風害」「津

波」「水害」「雪害」「ひでり」「冷害・虫害」

「火災」などが取り上げられていた．このよう

に，戦後最初の学習指導要領 試案 では，社会

科教育において防災教育の内容が充実していた

ことが明らかとなった．

（２） 年版要領に見る防災

次の 年の学習指導要領においては，

年で，中学校２年生の社会科で１単元分

あった防災教育はなくなり，その代わりに中学

校１年生の社会科における単元「第２単元･わ

が国土はわれわれに，どんな生活の舞台を与え

ているか」に含まれるようになった．この単元

の内容に防災教育の記述があり，以下にそれを

示す．

わが国土の自然は，われわれに，どんな災

害を与えやすいか，これに対してわれわれ

は，どんなことに心がけたらよいか．

（ ）地震は，われわれにどんな災害を与え

てきたか．

（ ）風害や水害を防ぐには，どうすればよ

いか．

（ ）その他の自然的災害を軽減するために，

どんな努力がなされているか．

この内容を見ると， 年の学習指導要領で

は，ほとんどの災害が取り上げられていたのに

対し， 年においては，「地震」「風害」「水

害」「その他の自然的災害」という形で取り上

げられている．このことから，取り扱う災害が

大幅に減少していることがわかる．これについ

ては， 年の学習指導要領において，災害に

関する内容については理科の内容に含まれるよ

うになったことから，「社会科の内容を精選し
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ていく過程で，社会科で取り扱っていた防災教

育の内容の多くが『無駄な重複』と考えられた

のではないかと推察される」とされている（注 ）．

しかしながら，中学校 年生の理科の単元を見

てみると，自然災害を軽減することや，よりよ

い生活をするための能力や態度については触れ

られているが， 年の目標で示されていた支

援者としての視点や，減災と社会との関係と

いった視点のほとんどが失われている．

（３） 年版要領に見る防災

年においては小学校及び中学校の社会科

の学習指導要領が改訂となった． 年及び

年の学習指導要領は，児童・生徒の生活経

験を重視し，能動的な主体学習を中心とした，

いわゆる経験主義に基づいたものであったが，

系統的に知識を習得する面では弱いところもあ

り，国語や算数などの基礎的学力の低下が指摘

され，社会科に対しては「はいまわる経験主

義」などという批判が寄せられた．

新しい教育に批判が寄せられ，愛国心の養成

と道徳教育の振興が議論される中で社会科をど

う改めるかが問題となり， 年 月，文部

大臣は教育課程審議会に社会科の廃止または解

体を含めた問いとして，「社会科の開演，特に

道徳教育，地理･歴史教育について」を諮問し

た．結果として，文部省は社会科学習指導要領

を改訂し，中学校社会科においては，従来のよ

うな学年別の単元組織を示すことなく地理的分

野，歴史的分野，政治・経済・社会的分野に分

けられた．これは，社会科が経験主義から系統

主義へと転換したことを示しているといえる．

この学習指導要領での社会科における防災教育

は，地理的分野に含まれている．以下に該当す

る内容を示す．

〈内容＞

（２）日本の自然災害の起る原因とこれに対

処する方法（地震・風水害・その他の自然

災害について）

内容で取り上げられている災害は，「地震」

「風水害」「その他の自然災害」となっており，

取り上げる災害は 年とあまり変化はない

が， 年にはあった，自然災害を軽減するた

めの努力についての視点がなくなっており，経

験主義から系統主義への転換に伴った内容の精

選によって，防災については，内容がさらに削

減されてしまったと考えられる．

（４） 年版要領に見る防災

年の学習指導要領は，内容を大幅に精選

して，基準として必要な事項を絞り込んだ．防

災教育に関連するものは，社会科地理分野に記

述があるが，目標では特に災害については記さ

れておらず，内容において記述が見られる程度

である．以下のその部分を示す．

＜内容＞

（ ）日本の諸地域

「自然環境の特色」については，各地域の地

形や気候などがその地域の生活，特に生産活

動や自然の災害などと，どのような関係を

もっているかに重点をおいて考えさせる．

なお，自然の恩恵や風景の美を感じさせるよ

うに配慮することも望ましい．

（ ）全体としての日本

「日本の自然環境の特色」については，位置，

地形，気候，海洋，自然の災害などの学習を

通して，全体としての日本の自然環境を理解

させるとともに，それと国民の生活，特に生

産活動の関係を考えさせる．

内容を見ていくと，自然の災害について触れ

られてはいるものの，生産活動に関連して触れ

ている程度であることがわかる．内容の大幅な

精選に伴い，防災に関連する部分がさらに削減

されてしまったといえる．

（５） 年版要領に見る防災

年の中学校学習指導要領は， 年代

後半から高度経済成長期に入り，産業・経済の

発展や科学技術の革新が急速に進展したことに

ともなって，「教育の現代化」というカリキュ

ラム改革の流れの中で改訂されたものである．

社会科では，「科学性や系統性を重視し，教科

や分野の性格や目標を明確にするとともに，公

民的資質に対応する教科や分野の基本的な事項

に精選した内容構成をはかった」としている．

防災に関連することついては，地理的分野の内
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容及び内容の取り扱いで触れられており，以下

にその部分を示す．

＜内容＞

（ ）日本とその諸地域

イ 国土の自然

日本の地形，気候，植生，日本をめぐる海洋，

自然の災害などを取り上げて，日本の自然の

特色を全体的に把握させるとともに，地域に

よってさまざまな差異がみられることを理解

させる．

エ 自然の特色

各地域の地形や気候などのうち，その地域の

生活，産業，自然の災害などと深い関係を

もっている事象を取り上げて，地域の自然の

特色を理解させる．その際，自然に対する人

間のはたらきかけがしだいに積極的になって

きたことに着目させながら，自然のもつ意義

を考えさせる．

＜内容の取り扱い＞

（ ）内容の（ ）の取り扱いに当たっては，

次の事項に留意する必要がある．

内容の（ ）のイおよびエについては，わ

が国は四面環海の海洋国であり，開発港湾や

臨海工業用地の造成などには恵まれた条件を

もっていること，自然の災害は多いが，たと

えば台風のもたらす雨は，一面ではたいせつ

な水資源となっていることなどに着目させ，

自然を環境，特に資源や災害の面から考えさ

せて，正しい自然観を育てるようにすること．

内容を見ると，日本全体と各地域のそれぞれ

で自然災害を取り上げることになっている．し

かし，どちらも自然の特色を理解させる上で取

り上げているため，災害を防ぐという視点につ

いてはあまり重要視されていないように考えら

れる．一方，内容の取り扱いでは，自然の二面

性を理解させることについての記述がみられる．

防災についての内容は，引き続き削減の対象で

あり，自然災害は自然の二面性の一つとして取

り上げられる程度であったことがわかる．

（６） 年版要領に見る防災

年の学習指導要領での改訂は， 年

に出された中央教育審議会答申を踏まえて，

知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生

徒の育成を目指し，基礎的・基本的事項を確実

に身に付けられるように「教育内容を大幅に精

選し，授業時数を一割ほど削減したことから

『ゆとりと充実』の教育課程と称された」（注 ）

とされている．社会科においては，ますます内

容が過密化し，膨大で消化しきれなくなってい

る現実に対して生まれつつある『社会科解体

論』に対して，内容を精選し，教科の基本的構

造を踏まえて各分野の有機的な関連を図ること

によって社会科を存続させることが示された．

防災に関連することについては，地理的分野の

内容で触れられており，以下にその部分を示す．

＜内容＞

（ ）日本とその諸地域

イ 国土の自然

地形，気候，植生，日本をめぐる海洋，自然

の災害などを取り上げて，国土の自然の特色

を世界各地域のそれと比較しながら全体的に

把握させるとともに，地域によって様々な差

異がみられることを理解させる．

内容を見ると， 年の対応する内容を一つ

にまとめた印象を受ける．また，内容の取り扱

いにおいて，（ ）のイの取り扱いに当たっては，

「生徒の発達段階を考慮し，複雑な地域の結び

つきや事象などに深入りしないように配慮する

必要がある」と示されている．

複雑化する社会科の内容を精選し，各分野の

有機的な関連を図るということが最優先であっ

たこの時期においては，防災教育の取り扱いは

僅かなものであった．

（７） 年版要領に見る防災

年の学習指導要領では， 年に出さ

れた臨時教育審議会答申を踏まえて，生涯学習

の中での学校教育のあり方を検討し「自ら学ぶ

意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の

育成」が基本に据えられた．社会科においては，

「変化の激しい社会の動きに対応しつつ，社会

科としての総合性や一貫性を活かした学習計画

を作成することの重要性を強く主張したものと

なっている」（注９）．防災に関して見ていくと，
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社会科においては，目標や内容の文章中に「自

然の災害」といったような防災と関連するよう

な記述は全く見られなくなっており，複雑化を

避ける過程で削減されてしまったのではないか

と考えられる．

年 月 日に阪神・淡路大震災が発生

した．この大震災後，文部科学省は「学校等の

防災体制の充実に関する調査研究協力者会議」

を設置し，学校防災の充実について 年

月 日に第一次報告， 年９月２日に第二

次報告を行った．第一次報告では，学校等の防

災体制の充実方策の一つとして防災教育等の充

実を掲げており，児童等に地域の自然環境や過

去の災害の特性，防災体制の仕組みを理解させ

るための防災教育のカリキュラム化を推進する

ことや関係機関や地域社会と連携を図りながら

多様な場面を想定した避難訓練の充実などが示

されている．また，その中で，「学校において

は，他人を思いやる心やボランティア活動を通

じて社会に奉仕する精神を培う教育を推進する

ことが重要である」とも述べられており，

年以来，取り上げられてこなかった支援者とし

ての視点が盛り込まれた．第二次報告では防災

教育の狙いが定められており，以下にそれを示

す．

１ 災害時における危険を認識し，日常的な備

えを行うとともに，状況に応じて，的確な判

断の下に，自らの安全を確保するための行動

ができるようにする．

２ 災害発生時及び事後に，進んで他の人々や

集団，地域の安全に役立つことができるよう

にする．

３ 自然災害の発生メカニズムをはじめとして，

地域の自然環境，災害や防災についての基礎

的・基本的事項を理解できる．

そして，この防災教育のねらいを踏まえて，

防災に関わる各教科の内容において重点的に指

導されることとなった．また，これらの報告を

踏まえて，文部省は 年に『防災教育のた

めの参考資料『生きる力』をはぐくむ防災教育

の展開』を刊行しており，防災教育の充実が重

要視されていたことがわかる．しかし，当時は

年の学習指導要領であったため，防災に関

する記述がなかった中学校社会科は，重点的な

指導の対象外であった．

（８） 年版要領に見る防災

阪神・淡路大震災後の「学校等の防災体制の

充実に関する調査研究協力者会議」の報告に

よって防災教育の充実の重要性が示された中で，

新たな学習指導要領が策定されることとなった．

年の学習指導要領は，「完全学校週５日制

のもと，［ゆとり］の中で『特色ある教育』を

展開し，幼児児童生徒に［生きる力］を育成す

ることを基本的なねらいとし」，「総合的な学習

の時間」が新設され，防災に関しては，「総じ

て防災に関連した内容の取り扱いが増え，終戦

直後の『幻の学習指導要領』には遠く及ばない

ものの，防災教育の復権へ向けたスタートライ

ンに立つ内容になっている」（注 ）と評されてい

る．中学校社会科においても，地理的分野で防

災に関する内容が加えられた．

＜内容＞

（ ）世界と比べて見た日本

ア 様々な面からとらえた日本

（ア）自然環境から見た日本の地域的特色

世界的視野から見て，日本は環太平洋造山

帯に属し大地の動きが活発であること，温

帯の島国，山国で降水量が多く，緑におお

われた国であること，自然災害が発生しや

すく防災対策が大切であることといった特

色を理解させるとともに，国内では地形，

気候などにおいて地域差がみられることを

大観させる．

この内容は，「世界と比べて見た日本」であ

るため，基本的に日本を一つの地域として特色

を捉えさせるものであり，地域の災害に応じた

防災教育を社会科で行うことは難しかったと考

えられるが，阪神・淡路大震災を経て社会科に

おいて防災教育の内容が復活したことは大きな

転換と言える．一方で， 年の学習指導要領

で新設された「総合的な学習の時間」は，横断

的・総合的な学習や探究的な学習を行うもので

あり「特定の教科に収まりきらず，ハザードや

災害対応，社会背景などといった社会の様々な

領域にまたがる防災教育を横断的に取り上げる

授業時間」（注 ）として，「阪神・淡路大震災後
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の防災教育を支える基盤となっている」（注 ）と

いわれている．防災は，様々なものと結びつく

ものであるため，横断的・総合的な学習を行う

「総合的な学習の時間」は，防災教育を行うの

に適した教科であったと考えられる．その後，

年に「防災教育支援に関する懇談会」の中

間とりまとめでは，防災教育の目的が以下のよ

うに示され，それにより「生きる力」を涵養し，

能動的に防災に取り組むことができる人材を育

成するために行なわれるものであると示された．

防災教育の目的

①それぞれが暮らす地域の災害や社会の特性，

防災科学技術の知見等についての知識を身に

付け，防災・減災のために事前に備え，行動

する能力

②自然災害から身を守り，被災した場合でも

その後の生活を乗り切る能力

③災害からの復興を成し遂げ，安全・安心な

社会に立て直す能力

④進んで他の人々や地域の安全を支える能力

この防災教育の４つの能力では，災害からの

復興という視点が入っていることが注目すべき

点である．「学校等の防災体制の充実に関する

調査研究協力者会議」の第二次報告でも災害後

のことについて触れられているが，「防災教育

支援に関する懇談会」中間とりまとめでは，

「災害からの復興を成し遂げ，安全・安心な社

会に立て直す」という，より主体的に社会に参

画していくことが求められていると考えられる．

また，③と④の能力については，重複する部分

もあるように思われるが，社会を立て直すとい

う問題を解決する能力という視点と，思いやり

の心といった支援者としての精神を持つという

視点という違いがあり，分けられたのではない

かと考える．

（９） 年版要領に見る防災

年の学習指導要領は，教育基本法改正等

を踏まえながら，引き続き「生きる力」を育成

することとし，学力の３要素として，基礎的・

基本的知識の習得，それらを活用した思考力・

判断力－表現力の育成，学習意欲を養うという

ことを掲げ，授業時数も増加した．防災教育に

関して中学校社会科では， 年よりも防災に

関する記述は増加している．以前は，日本全体

を一つの地域と捉えた上での学習であったが，

今回の学習指導要領では，日本の諸地域におい

ても防災に関する記述が見られ，地域に応じた

防災が重視され始めていることがわかる．

年３月 日，東日本大震災が発生した．

文部科学省は，「東日本大震災を受けた防災教

育・防災管理等に関する有識者会議」を設置し，

年９月 日に中間とりまとめ， 年７

月 日に最終報告を行った．特に中間とりま

とめでは，防災教育の方向性として以下の２つ

がまとめられた．

（ ）自然災害等の危険に際して自らの命を守

りぬくため「主体的に行動する態度」を育成

する防災教育の推進

）周りの状況に応じ，自らの命を守りぬく

ために「主体的に行動する態度」を育成

）防災教育の基礎となる基本的な知識に関

する指導充実

（ ）支援者となる視点から，安全で安心な社

会づくりに貢献する意識を高める防災教育の

推進

この方向性を見ると，防災に関する知識を身

に付けさせること以上に，主体的に行動する態

度に重点が置かれていることがわかる．これら

の報告を踏まえて， 年３月に『学校防災の

ための参考資料 生きる力』を育む防災教育の

展開』が刊行され，防災教育のねらいとして以

下の３つが示された．

ア 自然災害等の現状，原因及び減災等につい

て理解を深め，現在及び未来に直面する災害

に対して，的確な思考・判断に基づく適切な

意思決定や行動選択ができるようにする．

イ 地震，台風の発生等に伴う危険を理解・予

測し，自らの安全を確保するための行動がで

きるようにするとともに，日常的な備えがで

きるようにする．

ウ 自他の生命を尊重し，安全で安心な社会づ

くりの重要性を認識して，学校，家庭及び地

域社会の安全活動に進んで参加・協力し，貢

献できるようにする．
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このねらいは，防災教育は安全教育に含まれ

るものであるという考え方から，前述したよう

に 年に文部科学省が示した『「生きる力」

をはぐくむ学校での安全教育』における安全教

育の目標に準じたものになっている．『学校防

災のための参考資料「生きる力」を育む防災教

育の展開』においては，防災教育の具体的かつ

系統的・体系的な指導内容の例が示されている

が，各教科での系統的な指導については時間の

確保等，課題が残ると考えられる．

（ ） 年版要領に見る防災

年の学習指導要領では， 年の東日

本大震災を受けて防災に関する内容がさらに強

化された．特に地理的分野では つの「改訂の

要点」の つとして「日本の様々な地域の学習

における防災学習の重視」が取り上げられ，次

のように記されている．

平成 年改定以降，未曾有の災害である

東日本大震災を経て，なお継続する地震災害，

さらに全国各地で生起する台風や集中豪雨等

による河川の決壊，土砂崩れなど，頻発する

自然災害に対応した人々の暮らしの在り方を

考えることは，我が国で生活するすべての

人々にとって書くことのできない「生きる

力」である．

そこで，大項目「日本の様々な地域」に

あっては，それを構成する四つの中項目を通

して，我が国の自然災害や防災の実態などを

踏まえた学習が可能となるように，適宜，自

然災害やそこでの防災の事例が取り上げられ

るような構成としている．例えば，「日本の

地域的特色と地域区分」では，その前提とな

る日本全体としての自然環境，自然災害，防

災の取り組みの外観を，「日本の諸地域」で

は地域レベルでのそれらの具体的な特色を，

さらに「地域調査の手法」，「地域の在り方」

では調査手法，地域構想のいずれに視点を置

くかの違いはあるものの，いずれの学習にお

いても事例対象として生徒の生活圏における

自然災害や防災を取り上げ，学習を深めるこ

とが可能となるように意図したものである．

このように， 年の学習指導要領では日本

に限定したものであるが，体系的な防災教育

（防災学習の系統化）を行えるような構成と

なっている．また，「学習指導要領解説 社会

編」では防災を取り上げた場合の学習展開など

も示されて，学習を誘導している．さらに，日

本の地域的特色の部分では自然環境などに加え

て災害時の対応や復旧，復興を見据えた視点の

導入も求められている．さらに，

その際，消防，警察，海上保安庁，自衛隊を

はじめとする国や地方公共団体の諸機関や担

当部局，地域の人々やボランティアなどが連

携して，災害情報の提供，被災者への救援や

救助，緊急避難所の設営などを行い，地域の

人々の生命や安全の確保のために活動してい

ることなどにも触れることが必要である．

とされている．このような視点は，従来であれ

ば「地理学習」の枠組みを超えるものであると

言えよう．災害や防災を特定の教科・科目の枠

組みだけでとらえるのは困難であり，そのため

にこれまでは総合的な学習の時間が活用されて

きた．しかし，それは一方で防災学習が行われ

ない学校を生み出すことにつながる．社会科と

いう「教科」の中でこのような学習を行うこと

を可能とすることに大きな意味がある． 年

の学習指導要領における防災教育の位置づけは，

従来のものとは大きく変化したと言える．

４．結論

年の学習指導要領では，防災教育は中学

校社会科で 単元取り扱われており，それだけ

防災教育が重視されていた．この学習指導要領

で，社会科に防災教育の単元が盛り込まれたこ

とについては，経験主義が強く現れていた社会

科が横断的な学習を可能にしていたからではな

いかと考える．防災は，自然だけでなく社会と

も結びついており，どれか一つの教科に偏るも

のではない．そのため，現在においては，「総

合的な学習の時間」での防災教育が盛んに行わ

れていると言えるだろう．そして，当時は，現

在における「総合的な学習の時間」に近い横断

的・総合的学習や探究的な学習を行っていた社
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会科に防災教育の内容が多く含まれることと

なったのではないだろうか．しかしながら，そ

の後，防災教育の内容が理科に含まれることに

なり，社会科の内容は無駄な重複として削減さ

れていった．

その後，複雑化する社会科の内容を軽減する

ために，防災に関する内容は毎回削減され続け，

ついには，防災に関しての記述は完全に見られ

なくなった．しかし，阪神・淡路大震災という

災害に直面し，防災教育の重要性が再び高まっ

たことにより， 年の学習指導要領で社会科

においても防災に関する内容が復活することと

なる．その後の改訂でも社会科における防災教

育の内容は増加し，地域に対応した防災の重要

性が示されている．

そして，東日本大震災を経て，防災教育では

主体的に行動をする態度を育成することが求め

られるようになった．主体的に行動する態度を

身に付けさせるには，その前提に当事者意識が

なければならないと考える．自分たちが住む地

域で災害は起こるものと考えていなければ，実

際に災害が発生した時に主体的な行動はできな

い．当事者意識の向上と災害時の具体的対策へ

の関心の高揚の２つに関係性が認められたとい

う研究結果もある（注 ）．災害時に主体的に行動

することができるようになるためには，当事者

意識は必要不可欠のものである．その当事者意

識を持たせるには，生徒の身近なものから考え

させていく必要がある．そのために，地域を取

り扱う社会科における防災教育がより一層重視

されるべきではないかと考える．

注

）桜井愛子（ ）

）同上

）防災教育支援に関する懇談会（ ）

）文部科学省（ ）

）城下英行・河田惠昭（ ）

）矢守克也（ ） ｐ

）前掲 ） ｐ

）国立教育政策研究所（ ） ｐ

）上掲 ｐ

）前掲 ） ｐ

）前掲 ） ｐ

）前掲 ） ｐ

）柄谷友香ほか（ ） ｐ
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