
芽室町立上美生小学校 1日防災学校実施報告 

 

● 芽室町立上美生小学校のコンセプト 

 ・日頃の生活の中だけではなかなか体験することができない活動をとおして、共同生活の仕方や経験

を深める機会とする。 

 ・児童相互・地域との交流を深め、社会性を伸ばす場面とする。 

 

● 時間割 

1時限 災害対応車の見学（全校生徒：行事） 

2時限 新聞紙スリッパ製作・ハイゼックスでご飯作り（1・2年：生活） 

避難所体験・障がい者体験（3・4年：総合） 

    防災クロスロード（5・6年：総合） 

 

〔連携・協力〕 

 北海道開発局、陸上自衛隊、帯広警察署、芽室町消防署、芽室町消防団、芽室町役場 

 

① 災害対応車の見学 

 

② ハイゼックスでご飯作り 

 

③ 避難所体験 

 

④防災クロスロード 

 

 



【別　紙２】

（時　間　割）

　（防災関係機関・講師等との連携に係る要望事項）

　（資機材等に係る要望事項）

　（地域住民や保護者との連携事項）

　（その他事項）

・保護者及び地域住民へ積極的に参観を案内するほか、総合（避難所体験）において、住民にも積極的に参加させる等、地域防災力の向上に資する。

３・４ 2 総合 　町の備蓄している資機材（段ボールベッド等）を貸与願いたい。 5

３・４ 2 総合 　町で保有している車椅子を貸与願いたい。 3

学年 校時 教科 資機材の要望 数量

１・２年 2 生活
　ハイゼックスによる調理実習を実施するため、ハイゼックスを提供願いたい。（材料については、学校で用意可
能）

100

３・４年 2 総合 　体育館に避難所で使用される資機材等実際に組み立てる等、体験型の活動を希望。町の防災担当の講師を予定。

５・６年 2 総合
　図書室にて、クロスロードゲームをおこない、実際の場面をシミュレーションして学習したい。町の防災担当の講師を予定。

学年 校時 教科 外部講師等の要望

全学年 1～２ 生活
　防災関係車両展示を行い、関係機関の解説を希望。車両は消防車及び開発局照明車を希望。消防車・照明車・自衛隊災
害車両については、町の防災担当で調整予定。

 14:10 ～ 14:55 講師等

場所

6

教科

 13:20 ～ 14:05 講師等

内容

5

教科

場所

内容

ハイゼックスでのご飯を
試食

ハイゼックスでのご飯を
試食

各教室

 12:05 ～ 12:45 講師等

場所 各教室 各教室 各教室 各教室 各教室

給食
教科 災害食を提供 災害食を提供 災害食を提供 災害食を提供 災害食を提供

 11:20 ～ 12:05 講師等

災害食を提供

内容
ハイゼックスでのご飯を

試食
ハイゼックスでのご飯を

試食
ハイゼックスでのご飯を

試食
ハイゼックスでのご飯を

試食

4

教科

場所

内容

 10:30 ～ 11:15 講師等

場所

避難所体験
しょうがい者体験

防災
クロスロードゲーム

● ●

3

教科

 9:30 ～ 10:30 講師等 ● ● ● ●

内容

●

2

教科 生活 生活 総合 総合 総合 総合

防災
クロスロードゲーム

場所 駐車場 駐車場 体育館 体育館 図書室 図書室

内容
新聞紙スリッパ

ハイゼックスでご飯作り
新聞紙スリッパ

ハイゼックスでご飯作り
避難所体験

しょうがい者体験

8:40 ～ 9:30 講師等 ● ● ● ● ● ●

場所 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 駐車場

1

教科 行事 行事 行事 行事 行事 行事

駐車場 駐車場

１日防災学校事業計画書

実施（予定）日 平成３０年７月２０日（金） 学校名 芽室町立上美生小学校

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 特学

行事

内容
開会式

車両見学
開会式

車両見学
開会式

車両見学
開会式

車両見学
開会式

車両見学
開会式

車両見学
開会式

車両見学



日時 ７月

児童

1 本時の目標

2 本時の展開（１／１）

◎準備の時間を活用して

　｢新聞紙スリッパ｣づくりをする

3

◎

◎

◎

◎各車両を見学し、説明をきく。

注意事項

説明に対するリアクションを引き出す。

生活科（１・２年）総合的な学習の時間（３～６年）
「防災車両の展示・体験」

子どもたちの感想を伝える。

雨天時も開催。

　　・炊けたら取り出す ・熱湯に十分注意するよう指導する

◎感想を発表する。

　④開発照明車

　⑤警察車両

５・６年　１１人（8:50～9:30）

　⑥野外炊事車

　　・ハイゼックスにお米の準備

　　・沸いたお湯に入れる

　　・様子を観察する

・熱湯に十分注意するよう指導する ・安全に配慮

平成３０年 ２０日 （金）

１・２年　１２人（9:40～10:10）

３・４年　１０人（8:50～9:30）

・災害から自分たちの暮らしを守るために、様々な防災関係車両があることを知り、実際

に見たり触れたりするなどの体験をとおして、使用の仕方や理解を深めさせる。

児童の活動 教師の活動 留意点

　①自衛隊人命救助システム

・担当者の説明を聞かせる。 ・安全に配慮

　②９６式装輪装甲車

　③消防車両



日時 ７月

児童

1 本時の目標

2 本時の展開（１／１）

3

◎

◎

4 講師

総合的な学習の時間（３・４年）
「避難所体験」・「しょうがい者体験」

◎ダンボールベッドを配置する。

　・どう配置するのがよいか考える

◎ブルーシートを敷く。

注意事項

説明に対するリアクションを引き出す。

◎車椅子を体験する。 ・順番きめ ・安全に配慮

芽室町役場総務課地域安全係

梅森　祐之　係長

金沢　貴樹　主事

芽室町役場総務課地域安全係

子どもたちの感想を伝える。

　・動きやすさはどうか

◎配慮事項について考える。

◎ダンボールベッドを体験する。

　・違いについて感じる。

・感想をひろいあげる。

◎ダンボールベッドを作る。

　・２人１組で組み立てる。

・ペアづくり ・安全に配慮

・実際に災害が起きたときに避難所となる学校で運営体験をすることで、どんなグッズが役

に立つのか、しょうがいを抱える人たちにどのような配慮をすればよいのかを、実際に見た

り触れたりするなどの体験をとおして、使用の仕方や理解を深めさせる。

児童の活動 教師の活動 留意点

　・毛布やアルミマットで寝てみる

・担当者の説明を聞かせる。

平成３０年 ２０日 （金）

３・４年　１０人（9:30～10:30）



日時 ７月

児童

1 本時の目標

2 本時の展開（１／１）

3

◎

◎

4 講師

総合的な学習の時間（５・６年）
「防災クロスロードゲーム」

◎クロスロードゲームをおこなう

　・問題をグループで考える ・グループづくり

◎防災ビデオを見る。

注意事項

説明に対するリアクションを引き出す。

◎まとめ

佐藤　春雄　総合危機管理士芽室町役場総務課地域安全係

子どもたちの感想を伝える。

　・知識を深める

◎ふり返り・感想

◎避難情報について知る。

　・避難指示と避難勧告について

◎防災クイズに答える。

　・ビデオの内容の復習。

・実際に災害が起きたときに、自分の身を守るにはどうしたらいいのか、避難所を運営する

上で、どのようなことに配慮すればよいのかを、実際に見たり考えたりするなどの体験をと

おして、理解を深めさせる。

児童の活動 教師の活動 留意点

　・夏の災害について知る。

・担当者の説明を聞かせる。

平成３０年 ２０日 （金）

５・６年　１１人（9:30～10:30）


