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付録２  

防災教育に役立つ参考資料・情報と   

連携できる防災関係機関 
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平成25年３月文部科学省

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 

「生きる力」をはぐくむ 

学校での安全教育 

平成22年３月文部科学省

学校防災マニュアル 

（地震・津波災害）作成の手引き 

平成24年３月文部科学省

あいちの学校安全マニュアル 

～子どもの安全と安心のために～ 

平成23年３月愛知県教育委員会

災害から命を守るために 

平成20年３月文部科学省
小学生用ＣＤ

災害から命を守るために 

～防災教育教材（中学生用）～ 

平成21年３月文部科学省
中学生用ＤＶＤ

防災教育に役立つ参考資料
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災害から命を守るために 

～防災教育教材（高校生用）～ 

自分の命は自分で守る 

～津波災害への備え～ 

津波に備える／津波から逃げる 安全に通学しよう 

～自分で身を守る、みんなで守る～

急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！

平成25年３月気象庁
防災啓発ビデオＤＶＤ

まもるいのち ひろめるぼうさい 

授業で使える防災教材

平成27年１月青少年赤十字
防災教育プログラムＤＶＤつき

平成22年３月文部科学省
高校生用ＤＶＤ

平成25年２月内閣府
小学校のみ配布ＤＶＤ

平成25年２月気象庁
津波防災啓発ＤＶＤ

平成25年３月文部科学省
小学校のみ配布ＤＶＤ
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防災ナマズンの 

地震は必ずやってくる 

みずから守る行動ガイドブック 

～守れますか？あなたの命、家族の命～ 

愛知防災物語 

～昔・今・未来へとつなげる命～ 

平成23年11月愛知県防災局
小学１～４年生程度対象ＤＶＤ

愛知県建設部河川課
愛知県ｳｪﾌ゙ｻｲﾄからダウンロードできる

平成27年３月初版発行
問い合わせ先愛知教育大学

地震を知ろう 

～地震災害から身を守るために～ 

平成26年２月改訂文部科学省
地震調査研究推進本部ｳｪﾌ゙ｻｲﾄから
ダウンロードできる

〔子ども用〕

地震をみてみよう 

〔小学生用〕

平成26年８月発行文部科学省
地震調査研究推進本部ｳｪﾌ゙ｻｲﾄから
ダウンロードできる

地震を正しく恐れる 

〔中学・高校生
以上用〕

平成26年12月発行文部科学省
地震調査研究推進本部ｳｪﾌ゙ｻｲﾄから
ダウンロードできる
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気象庁ウェブサイト 気象庁ワークショップ「経験したことの 

ない大雨 その時どうする？」 

日頃からの備えや適時適切な防災気象情報の入手
とその情報を活用した安全行動を事前にシミュ
レートする能動的な学習方法の紹介。
【http: //www. j ma. go. j p/j ma/ki shou/know/j ma-ws/】

毎日の気象情報、台風や地震、火山などの詳細な
情報を提供している。また、レーダー・ナウキャ
スト(降水・雷・竜巻)、高解像度降水ナウキャス
トも利用できる。
【http: //www. j ma. go. j p/j ma/i ndex. html 】

緊急地震速報について（気象庁） 
国土の防災ライブラリ 

～そなえる つたえる ひろがる～ 

災害への備え・対応に役立つ情報（教材・素材）と、
学校や企業・地域で、実際に取り組まれた「防災活
動（教育）」の実例を紹介。
【http: //www. ml i t. go. j p/ri ver/bousai /l i brary/ 
i ndex. html】

緊急地震速報のしくみやよくある質問等、緊急地
震速報に関する様々な情報を紹介している。
【http: //www. data. j ma. go. j p/svd/eew/data/nc/ 
i ndex. html】

国土交通省 中部地方整備局 

庄内川河川事務所 
国土交通省 国土地理院（防災関連ページ） 

救急法等の講習に関する情報や、各種の手当につ
いての情報が紹介されている。
【http: //www. j rc. or. j p/acti vi ty/study/】

東海・東南海地震が起こったときの、自宅の様子
をシミュレーションできる「建物倒壊シミュレー
タ」や防災に関する各種ビデオコンテンツを閲覧
できる。
【http: //www. quake-l earni ng. pref . ai chi . j p/】

愛知県防災局 防災学習システム 日本赤十字社ウェブサイト 

「救急法等の講習」 

地図や空中写真に、浸水想定区域や道路情報、危
険箇所などを重ねて閲覧できる「重ねるハザード
マップ」や、知りたい場所の浸水リスクが分かる
「浸水ナビ」を利用できる。
【http: //www. gsi . go. j p/bousai . html】

東海豪雨の被害の大きさ怖さを学べるポータルサ
イトや大雨・河川増水時の行動の目安等が分かり
やすく説明されている。
【http: //www. cbr. ml i t. go. j p/shonai /l 】

防災教育支援ポータル（文部科学省）
「文部科学省×学校安全」 

都道府県・政令市教育委員会作成資料一覧 

生活安全・交通安全・災害安全の各領域にかかる
全国の自治体の作成資料が掲載されている。
【https: //anzenkyoui ku. mext. go. j p/】

｢防災教育関連の活動を行っている機関｣や、｢全
国の防災教育事例｣のリンク情報の提供と13地
域で実施された取組が紹介されている。
【http: //www. j i shi n. go. j p/mai n/bosai / 
kyoi ku-shi en/bosai . html】

消防庁防災危機管理e‐カレッジ 独立行政法人 防災科学技術研究所 

様々な自然災害の基礎知識を学ぶことができる。
学生向けコンテンツも利用できる。
【http: //www. bosai . go. j p/】

防災や危機管理について、サイト上で幅広く学ぶ
ことができる。
【http: //open. fdma. go. j p/e-col l ege/】

防災教育に生かせる・役立つ情報（ウェブサイト等）
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消防防災博物館 防災教育チャレンジプラン 

「防災教育事例集」「防災教育Ｑ＆Ａ」等の、防災
教育に役立つ情報が多く掲載されている。
【http: //www. bosai -study. net/top. html】

自然災害や防災に関する基礎知識を学べるイン
ターネット上の仮想博物館。
【http: //www. bousai haku. com/cgi -bi n/hp/i ndex. cgi】

子ども防災e‐ランド 防災キッズミュージアム 

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センターの子
ども向けサイトになっている。
【http: //www. dri . ne. j p/ki ds/】

幼年～中学生を対象とした災害時に必要な基礎知識
等がゲームなどを通して学べる。
【http: //open. fdma. go. j p/e-col l ege/el and/】

名古屋大学 減災館 名古屋市港防災センター 

震度７の地震・火災時の煙避難体験のほか、「3D
高潮・津波体験コーナー」がある。防災教育に役
立つ展示・企画も充実。〔名古屋市港区港明1-12-20 
港区役所北隣 TEL 052-651-1100〕

パネル展示、空中写真、耐震を学ぶ模型、キッズ
工作コーナーのほか、様々な資料や情報システム
を活用できる。
〔名古屋市千種区不老町TEL 052-789-3468〕

一宮市民防災センター 春日井市消防防災展示室 

所要1～3時間の3つの体験コースから選ぶことが
できる。消火体験は消火器を使った実践的なもの。
〔尾張旭市大字新居5182-1393県消防学校内
TEL 0561-53-2015〕

火災対応を中心に、地震・風水害も扱っている。
消火体験は赤外線式。火災避難体験室は、解説映
画を見てから体験する。〔豊橋市東松山町23 
中消防署5F TEL 0532-52-0119〕

豊田市防災学習センター 岡崎市役所 防災展示コーナー 

200 インチ大画面映像シアターでは、地震と水害
の2種類のメニューを見ることができる。〔岡崎市
十王町2-9市役所東庁舎1F TEL 0564-23-6533〕

濡れずに体験できる風速30mの暴風雨体験、地震
体験では豊富なバリエーションを選択可能であ
る。〔豊田市長興寺5-17-1市消防本部1F 
TEL 0565-35-9724〕

豊橋市消防本部 防災センター 愛知県防災教育センター 

地震・消火シミュレーションのほか、ビル火災に
ついての展示もある。〔春日井市梅ケ坪町109-1 
春日井市消防署3F TEL 0568-81-2219〕

初期消火体験・119番通報・応急処置コーナーの
他にも、地震の仕組みや非常持出の展示もある。
〔一宮市緑一丁目1-10市消防本部西隣
TEL 0586-72-1191〕

東日本大震災からの復興（文部科学省） 

学校や教育委員会の東日本大震災からの復興を目指
した取組や活動例を紹介する。
【http: //fukkokyoi ku. mext. go. j p/】

政府広報オンライン土砂災害予防
～土砂災害の危険箇所は全国に53万箇所！ 
土砂災害から身を守る3つのポイント～ 

土砂災害から身を守るためのポイントが動画や図を
用いて分かりやすく説明されている。
【http: //www. gov-onl i ne. go. j p/useful /arti cl e/ 
201106/2. html】

愛知県内の体験ができる防災学習施設
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