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防災週間

大災害が発生したとき，役に立つのは？
大切になるのは，その場を乗り切る力と地域の中の顔なじみ
もし，大災害が発生したら…。

い。もっと，冷静に判断し，適切な行動がとれるような場面

必要となるのは，自分で自分を守る力と地域の中の

を設定しなければ…。

世代を超えた“顔なじみ”。
誰だって，“その時”には冷静さを失うことがあります。
だから，訓練で”いつも通り”のことをいつも通りにやっ
ているだけでは，”その時“に役立つ力はつけられな
い。

もし，避難所生活を強いられたとしたら，顔なじみが多け
れば多いほど，大きなストレスがかかることなく，安心して
過ごせるはず。避難所運営の力にもなれるはず。
防災週間に合わせ，2 つの角度から実践を行いました。

“今回の訓練では，先生は全く指示を出しません！”

大災害が発生したとき，とにかく
その場を乗り切るとっさの冷静な判
断力が必要。
そこで，今回の訓練では，あえ
て自分たちだけの力で避難し，後
から動画で避難の様子を客観的
に見つめなおすと同時に，もっと
確実に自分の命を自分で守るた
めにはどうするべきだったのかを
話し合う形で進めました。
また，下記のような今までの訓
練では行っていなかった想定外の
状況を作り出し，その場に行って
みないとわからないようにし，瞬時
に適切な判断をし，命を守るため
の行動をとることができるかを試し
てみました。

自分たちの避難の様子を動画で客観的に見つめなおす

大地震により停電。放送によ
る避難指示ができないため，
避難指示は肉声(ハンドマイ
ク)で行うしかない
火災発生現場に近い非常階
段は，危険なため使えない
通常の避難経路にある階段
は，煙が充満し使用不能
上履きを脱いで授業を受ける
絨毯敷きの特別教室(音楽
室・PC 教室)では，廊下にお
いてある上履きが大きな揺れ
のため散乱。誰のものかわか
らない状態に。さらにガラスが
飛び散っているため上履きの
使用ができない

もっと確実に自分の命を自分で守るためにはどうしたらよかったのかを見つめなおす

－４－
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中学生の判断力・行動力の素晴らしさを実感
緊急地震速報を聴くや否や，素
早く机の下に避難。指示がなくて
も条件反射のように，速報音が鳴り
始めて５秒以内には，全員がシェ
イクアウトできる行動力は，小学校
から鍛えられてきた証拠。素晴らし
いです。
訓練後の話し合いの時間に生
徒に尋ねると，避難しながらこんな
ことを考えていたと話してくれまし
た。
火災発生の知らせが，放送で
はなかったため，火災発生の
場所が技術室なのか美術室
なのかよく聞こえなかったけ
ど，どちらにしても，この下の
教室なのだから，ここの非常
階段は使ってはいけないと思
いました
近くにキャスターがついた椅
子があると地震で動いて，危
ないのではないかと考え，椅
子を倒して，自分の方に来な
いようにしました

上にあるテレビが落ちてくるの
ではないかと考え，落ちてきて
も大丈夫そうな離れた場所でシ
ェイクアウトしました
階段は，前の人が足を滑らすこ
とも考えられるので，少し間を
あけて避難しました
周りの状況から，「～かもしれな
い。だから○○しよう。」と考え，瞬時
に判断し，行動できました。私たち
大人が考えている以上に中学生の
判断力・行動力の素晴らしさを実感
できる結果となりました。

こんな課題が
絨毯敷きの特別教室では，上靴を
脱いでいるため，避難用スリッパが教
室内にあるけど，その避難用スリッパ
は，とっさの場合，今のままでは使い
づらい。
そこで，改善点として，「上靴を中
にもってきておくとよいのではない
か」「上靴を脱ぎ，マイ・スリッパで室
内にいるとよいのではないか」などの
案が出されました。
これら生徒の案を踏まえ，よりよい
方法を今後検討していきます。

避難の様子

目指すは，世代を超えた顔なじみづくり

茶園の草刈り作業に多くの皆様のご参加をいただきました

ひとたび大規模災害が発生して
しまったら，次に考えなければなら
ないのは，避難所生活です。
避難所では，地域の多くの方た
ちと，協同で生活することになりま
す。知らない人の中で寝食を共に

することは，不安も大きく，強いストレ
スを感じることになります。しかし，顔
なじみの方々とであれば，そんな不
安やストレスも緩和されるはずです。
中学生も安心して避難所運営のお
役に立てるはずです。
－５－

９月５日に公民館主催で行った茶
園の草刈ボランティアでは，三世代
に渡って多くの地域の皆様が集まり，
汗を流し，顔見知りを作るきっかけに
なりました。
今年度は，新型コロナ感染症の影
響で，地域の行事は中止が相次い
でいます。しかし，再開されればまた
中学生は，積極的に活動に参加する
ことと思います。地域の一員として地
域に貢献したいという思いや地元を
愛する気持ちが，大変高い生徒ばか
りですから。
これからも，学校では世代を超え
た地域の顔なじみづくりに努めるとと
もに，地域とともにある学校づくりに
努めていきます。このことは，地域コミ
ュニティで災害発生時に力をあわせ
る「共助」につながりますし，地域の
活性化にもつながっていくと考えて
いるからです。
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10 月の行事予定
日

曜

行

１

木

２

金

３

事

下校時刻

日

曜

行

歯科健診，総合講話(2 年)

16:15

21

水

総合講話（2 年）

17:00

実力テスト(3 年)

17:00

22

木

生徒総会

16:15

土

23

金

校外学習（2 年）

16:15

４

日

24

土

５

月

立会演説会

16:15

25

日

６

火

スマイル集会(認証式)

17:00

26

月

７

水

17:00

27

火

三者懇談（3 年）

15:45

８

木

高校一日入学(３年)，実力テスト(1・2 年)

16:15

28

水

びわ湖ホールアンサンブル講演

16:15

９

金

総合講話（2 年）

15:15

29

木

三者懇談（3 年）

15:45

10

土

30

金

三者懇談（3 年）

15:45

11

日

31

土

12

月

13

火

14

水

15

木

16

金

17

土

18

日

19

月

16:15

20

火

17:00

委員会

16:15

11 月のおもな予定

17:00

11 月２日(月) 実力テスト(３年)

16:15
薬物乱用防止教室（２・３年）

下校時刻

16:15
17:00

びわ湖ホールアンサンブル授業

事

６日(金) 修学旅行(３年)

17:00

７日(土) 資源回収作業
10 日(火) 英語検定(2・3 年)
18・19 日(水・木) 期末テスト

迷うときは専門医に

校外学習に行ってきます(２年生)

これからの季節，風邪なの？ インフルエンザなの？
それとも，コロナ？ というときが来ます。
お子さんの体調に気を配っていただき，明らかにいつも
と違っていたり，熱があったりするときには欠席していただ
くのと同時に，専門医にかかっていただき，登校してもよい
のかどうかを専門医にお尋ねください。

－６－

２年生は，コロナの影響で職場体験学習ができませ
ん。そのため，それに代わるものとして，3 回職業や生
き方についての学習を外部から講師をお招きして実施
します。
また，10 月 23 日には，コロナ対策を万全にした上で，
長野県小県郡にある鷹山ファミリー牧場に行き，命の
学習を行ってきます。

