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小・中・高校における防災・減災に関する地理教育の課題 
 

教育学部 講師 深瀬 浩三 
 
1．はじめに 

2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災の発生から 3 年目を迎えようとしている。その間，

テレビや新聞などを通じて，被災地の人々の生活や復興への取り組みと課題，今後予想される災

害の危険性についても，毎日のように情報が伝えられるようになった。 
2000 年代に入って，豪雨や台風，噴火，地震などに起因する様々な自然災害（風水害，土砂崩

れ・がけ崩れ，火山・地震災害，津波災害など）が，これまで想定されていたレベルをはるかに

上回る被害が日本各地で立て続けに発生している。また，東日本大震災によって，原発事故とい

うこれまで経験したことのない災害も加わり，被害は深刻化，長期化した。原子力災害も新たな

課題として考慮しなければならなくなった（奥野・大矢，2013）。 
このような状況下で，災害時における危険を認識し，状況に応じて災害に関する知識に基づい

て，的確な判断の下に自らの命を守り抜くための主体的に行動する態度を育成するためには，学

校教育における活動が重要な役割を担っているといえる。また，災害発生時及び事後に，復旧・

復興を支えるための支援者となるように，進んで他の人々や集団，地域の安全に役立つことがで

きることも求められている。 
防災教育が注目されるきっかけとなったのは，1995年の阪神淡路大震災である。それまでは，

安全教育の流れから単発的な避難訓練を実施することが防災教育の大部分を占めていた。また，

総合的学習の時間を使って防災教育が行われることが多かったようである（河田・城下，2005）。 
この動きに拍車をかけたのが2011年3月11日に起きた東日本大震災である。東北地方を中心に未

曾有の被害をもたらしたこの災害を受けて， 日本国内の防災・減災に対する意識が高まり，各地

でその教育の重要性が再認識され，その推進に向け具体的な準備，実践的な防災・減災教育が進

められるようになった。 
防災・減災に関して，資料やデータなどの科学的根拠に基づき批判的に検討し，思考・判断し，

行動にあらわすことは，今の学校教育で取り組むべき重要課題であり，このことに関して社会科

教育の中でも地理教育が果たすべき役割は大きいと考えられる。そこで本研究では，現行学習指

導要領下における小学校，中学校，高等学校における防災・減災に関する地理教育が果たすべき

役割と課題を明らかにすることを目的とする。本研究は，鹿児島県の防災・減災の地理教育の基

礎作りになり，研究的意義があると考えられる。 
上記の研究目的を達成するために，本研究では以下の手順で研究を遂行する。まず，小学校，

中学校，高等学校の各教科の学習指導要領解説から，防災・減災の位置付けを分析・考察する。

各社教科書から，防災・減災がどのように取りあげられているのか分析・考察する。さいごに，

防災・減災に関する地理教育の課題を検討する。 
  
2．学習指導要領における自然災害・防災（減災）の位置付け  

小学校や中学校の学習指導要領社会編，高等学校の学習指導要領地理歴史編とこれら解説にお

ける自然災害や防災（減災）が，どのように位置付けられているのかみる。 
 
1）小学校社会科 
現行の小学校学習指導要領社会編をみると，第 3 学年及び第 4 学年では，災害・防災について

は以下のように記述されている（下線部は筆者が加筆）。 
 

 第 3 学年及び第 4 学年 
2 内容 
（4）地域社会における災害及び事故の防止について，次のことを見学，調査したり資料を活用し

たりして調べ，人々の安全を守るための関係機関の働きとそこに従事している人々や地域の

人々の工夫や努力を考えるようにする。  
ア 関係機関は地域の人々と協力して，災害や事故の防止に努めていること。 
イ 関係の諸機関が相互に連携して，緊急に対処する体制をとっていること。 
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3 内容の取扱い 
（4）内容の（4）の「災害」については，火災，風水害，地震などの中から選択して取り上げ，

「事故の防止」については，交通事故などの事故防止や防犯を取り上げるものとする。 

 
これに関連して，小学校学習指導要領解説社会編をみると，内容について「地域社会における

災害及び事故の防止」とは，地域の消防署や警察署などの関係機関に従事する人々が相互に連携

し，地域の人々と協力して，災害や事故から人々の安全を守る工夫や努力をしていることを指し

ている（文部科学省，2008a）。ここで取り上げる災害については，火災，風水害，地震などの

中から選択して取り上げ，「事故の防止」については，交通事故などの事故防止や防犯を取り上

げるものとされている。 
 次に，第 5 学年では災害・防災については次のように記述されている（下線部は筆者が加筆）。 
 
第 5 学年 
1 目標 
（1）我が国の国土の様子，国土の環境と国民生活との関連について理解できるようにし，環境の

保全や自然災害の防止の重要性について関心を深め，国土に対する愛情を育てるようにする。 
（2）我が国の産業の様子，産業と国民生活との関連について理解できるようにし，我が国の産業

の発展や社会の情報化の進展に関心をもつようにする。 
 
2 内容 
（1）我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，資料などを活用して調

べ，国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを考えるようにする。  
エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止 

（4）我が国の情報産業や情報化した社会の様子について，次のことを調査したり資料を活用した

りして調べ，情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活

用が大切であることを考えるようにする。  
ア 放送，新聞などの産業と国民生活とのかかわり 
イ 情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり 

 
3 内容の取扱い 
（5）内容の（4）については，次のとおり取り扱うものとする。  

ア アについては，放送，新聞などの中から選択して取り上げること。 
イ イについては，情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向上に努めている

教育，福祉，医療，防災などの中から選択して取り上げること。 

 
これに関連して，小学校学習指導要領解説社会編をみると，目標に，国土の環境が国民生活や

産業の発展に大きな役割を果たしており，その保全や自然災害の防止に努めることが国民生活の

維持と向上にとって重要であることに関心をもつようにすることが記述されている。つまり，我

が国の国土の特色やよさを理解し，国土に対する愛情をもつようにすることをねらいとしている。 
内容については，（1）エの「自然災害の防止」を調べるとは，自然災害の防止と国民生活との

かかわりを取り上げ，我が国の国土では地震や津波，火山活動，風水害，土砂災害，雪害などの

様々な自然災害が起こりやすいこと，その被害を防止するために国や県（都，道，府）などが様々

な対策や事業（砂防ダムや堤防などの整備，ハザードマップの作成など）を進めていることなど

を調べることがあげられる。 
また，（4）イの「情報化した社会の様子」を調べるとは，内容の取扱いで記述されているよう

に，教育，福祉，医療，防災などの中から選択して取り上げることとなっている。ここで取り上

げる事例としては，インターネットを活用して遠隔地の学校と授業を行っている事例，福祉や医

療などの施設や機関が情報を共有し，地域の人々へのサービスの向上に努めている事例，地震や

土砂災害，犯罪の発生を即時に知らせる取組の事例などがあげられる。 
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3 内容の取扱い 
（4）内容の（4）の「災害」については，火災，風水害，地震などの中から選択して取り上げ，

「事故の防止」については，交通事故などの事故防止や防犯を取り上げるものとする。 

 
これに関連して，小学校学習指導要領解説社会編をみると，内容について「地域社会における

災害及び事故の防止」とは，地域の消防署や警察署などの関係機関に従事する人々が相互に連携

し，地域の人々と協力して，災害や事故から人々の安全を守る工夫や努力をしていることを指し

ている（文部科学省，2008a）。ここで取り上げる災害については，火災，風水害，地震などの

中から選択して取り上げ，「事故の防止」については，交通事故などの事故防止や防犯を取り上

げるものとされている。 
 次に，第 5 学年では災害・防災については次のように記述されている（下線部は筆者が加筆）。 
 
第 5 学年 
1 目標 
（1）我が国の国土の様子，国土の環境と国民生活との関連について理解できるようにし，環境の

保全や自然災害の防止の重要性について関心を深め，国土に対する愛情を育てるようにする。 
（2）我が国の産業の様子，産業と国民生活との関連について理解できるようにし，我が国の産業

の発展や社会の情報化の進展に関心をもつようにする。 
 
2 内容 
（1）我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，資料などを活用して調

べ，国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを考えるようにする。  
エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止 

（4）我が国の情報産業や情報化した社会の様子について，次のことを調査したり資料を活用した

りして調べ，情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活

用が大切であることを考えるようにする。  
ア 放送，新聞などの産業と国民生活とのかかわり 
イ 情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり 

 
3 内容の取扱い 
（5）内容の（4）については，次のとおり取り扱うものとする。  

ア アについては，放送，新聞などの中から選択して取り上げること。 
イ イについては，情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向上に努めている

教育，福祉，医療，防災などの中から選択して取り上げること。 

 
これに関連して，小学校学習指導要領解説社会編をみると，目標に，国土の環境が国民生活や

産業の発展に大きな役割を果たしており，その保全や自然災害の防止に努めることが国民生活の

維持と向上にとって重要であることに関心をもつようにすることが記述されている。つまり，我

が国の国土の特色やよさを理解し，国土に対する愛情をもつようにすることをねらいとしている。 
内容については，（1）エの「自然災害の防止」を調べるとは，自然災害の防止と国民生活との

かかわりを取り上げ，我が国の国土では地震や津波，火山活動，風水害，土砂災害，雪害などの

様々な自然災害が起こりやすいこと，その被害を防止するために国や県（都，道，府）などが様々

な対策や事業（砂防ダムや堤防などの整備，ハザードマップの作成など）を進めていることなど

を調べることがあげられる。 
また，（4）イの「情報化した社会の様子」を調べるとは，内容の取扱いで記述されているよう

に，教育，福祉，医療，防災などの中から選択して取り上げることとなっている。ここで取り上

げる事例としては，インターネットを活用して遠隔地の学校と授業を行っている事例，福祉や医

療などの施設や機関が情報を共有し，地域の人々へのサービスの向上に努めている事例，地震や

土砂災害，犯罪の発生を即時に知らせる取組の事例などがあげられる。 

第 6 学年では，災害・防災については次のように記述されている（下線部は筆者が加筆）。 
 
第 6 学年 
2 内容 
（2）我が国の政治の働きについて，次のことを調査したり資料を活用したりして調べ，国民主権

と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること，現在の

我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。  
ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。 

3 内容の取扱い 
（2）内容の（2）については，次のとおり取り扱うものとする。  

ウ アの「地方公共団体や国の政治の働き」については，社会保障，災害復旧の取組，地

域の開発などの中から選択して取り上げ，具体的に調べられるようにすること。 
 
これに関連して，小学校学習指導要領解説社会編をみると，内容の（2）アの「国民生活には地

方公共団体や国の政治の働きが反映している」を調べるとは，市（区，町，村）や県（都，道，

府），国による社会保障，災害復旧の取組，地域の開発などの事例のいずれかを取り上げ，その

事業が国民生活の安定と向上を図ろうとする地方公共団体や国の政治の働きによるものであるこ

とを具体的に調べることとなっている。 
また，災害復旧の取組としては，風水害，地震や津波，土砂災害，噴火などの災害に対する国

や地方公共団体が，緊急事態に対して組織的に救援活動を行ったり災害復旧のための工事を進め

たりしていることや，国でも地方公共団体の救援活動を援助したり，災害復旧の施策を進めたり

していることなどを具体的に調べるようにすることとなっている。 
 

2）中学校社会科地理的分野 
現行の中学校学習指導要領社会では，自然災害と防災は地理的分野で取り扱うことになってい

る。中学校社会科地理的分野では，災害・防災について次のように記述されている（下線部は筆

者が加筆）。 
 

地理的分野 
2 内容 
（2）日本の様々な地域  
イ 世界と比べた日本の地域的特色 
 世界的視野や日本全体の視野から見た日本の地域的特色を取り上げ，我が国の国土の特色を

様々な面から大観させる。  
（ア）自然環境 
 世界的視野から日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の国土の特色を理解させる

とともに，国内の地形や気候の特色，自然災害と防災への努力を取り上げ，日本の自然環

境に関する特色を大観させる。 
ウ 日本の諸地域 
（ア）自然環境を中核とした考察 
 地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある事象を中核として，それを人々の生活

や産業などと関連付け，自然環境が地域の人々の生活や産業などと深い関係をもっている

ことや，地域の自然災害に応じた防災対策が大切であることなどについて考える。 

 
これに関連して，中学校学習指導要領解説社会編をみると，内容については（2）の イ 世界

と比べた日本の地域的特色 の（ア）自然環境は，我が国の地域的特色を自然環境の面から理解

させることを主なねらいとしている（文部科学省，2008b）。また，ウ 日本の諸地域 の（ア）自

然環境を中核とした考察 では，地域の自然災害に応じた防災対策について考えることが記述され

ている。 
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3）高等学校地理 
2009 年に告示された高等学校学習指導要領地理歴史科では，地理Ａに学習内容の中項目として

「自然環境と防災」が新たに設定されることとなった。地理Ａでは，災害・防災については次の

ように記述されている（下線部は筆者が加筆）。 
 
地理Ａ 
2 内容 
 (2) 生活圏の諸課題の地理的考察 
生活圏の諸課題について，地域性や歴史的背景を踏まえて考察し，地理的技能及び地理的な見方

や考え方を身に付けさせる。 
イ 自然環境と防災 
我が国の自然環境の特色と自然災害とのかかわりについて理解させるとともに，国内にみられる

自然災害の事例を取り上げ，地域性を踏まえた対応が大切であることなどについて考察させる。 
 
2 内容の取扱い 
イ内容の(2)については，次の事項に留意すること。 
 (ｳ) イについては，日本では様々な自然災害が多発することから，早くから自然災害への対応に

努めてきたことなどを具体例を通して取り扱うこと。その際，地形図やハザードマップなどの主

題図の読図など，日常生活と結び付いた地理的技能を身に付けさせるとともに，防災意識を高め

るよう工夫すること。 

 
現行の高等学校学習指導要領解説地理歴史編をみると，内容については（2）のイ 自然環境と

防災では，内容の取扱いで記述されているように，作業的，体験的な学習を取り入れつつ，主に

生活圏（学校所在地を中心とする通学圏などの日常生活の範囲）などの地域規模の地理的事象や

諸課題の地理的認識を深めるとともに，地理的技能及び地理的な見方や考え方を育成することが

あげられる（文部科学省，2010）。 
日本は，世界的に見ても自然災害が多発する自然環境にあることを知り，地域によって備えな

ければならない自然災害も種類や頻度・強度の面で多様であることを，防災についての基礎知識

の定着をはかる。そして，身近な地域の調査でハザードマップを用いての学習を行うことがあげ

られる。 
これまでみてきたように，社会科による自然現象とそれに伴う自然災害，防災教育に関して，

小学校，中学校，高等学校の学習指導要領とその解説をみても，この 12 年間で一貫して内容が展

開していないといえる。防災教育を一部の教科だけで行うことは困難であるため，他教科との連

携を図った授業構成を図るか，防災を一つの教科として 12 年間で教える場合，どのような構成に

なるかを考えることになるだろう。 
 
3. 各社教科書における自然災害・防災（減災）の位置付け 
小学校や中学校，高等学校の各社教科書における自然現象とそれに伴う災害，防災（減災）が

どのようにとりあげられているのかみる。 
 
1）小学校社会科 

小学校社会科の各社教科書をみると，小学校第 3 学年及び第 4 学年における防災教育では，交

通事故などの防犯や火災など安全を守る諸活動がどのように行われているのかを知ることに主眼

が置かれている（表 1）。一部の教科書では，地域の発展につくした人物で，過去の津波への対

策を取りあげたものもある。 
高学年になると自然災害の防止のためや緊急時における関係機関の働きや人々の工夫や努力を

知る内容を学習することになる。第 5 学年では，我が国の国土の環境を学習することに絡めて，

自然災害の防止の重要性について関心を深めること，第 6 学年では地方公共団体や国の政治の働

きに絡めて，災害復旧の取組を学ぶこととなる。 
各学年の社会科教科書を見てもわかるように，小学校社会科の内容は，まず災害についての公

共的な事柄に着目させているため，自然災害の扱いが少なすぎると思われる。 
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3）高等学校地理 
2009 年に告示された高等学校学習指導要領地理歴史科では，地理Ａに学習内容の中項目として

「自然環境と防災」が新たに設定されることとなった。地理Ａでは，災害・防災については次の

ように記述されている（下線部は筆者が加筆）。 
 
地理Ａ 
2 内容 
 (2) 生活圏の諸課題の地理的考察 
生活圏の諸課題について，地域性や歴史的背景を踏まえて考察し，地理的技能及び地理的な見方

や考え方を身に付けさせる。 
イ 自然環境と防災 
我が国の自然環境の特色と自然災害とのかかわりについて理解させるとともに，国内にみられる

自然災害の事例を取り上げ，地域性を踏まえた対応が大切であることなどについて考察させる。 
 
2 内容の取扱い 
イ内容の(2)については，次の事項に留意すること。 
 (ｳ) イについては，日本では様々な自然災害が多発することから，早くから自然災害への対応に

努めてきたことなどを具体例を通して取り扱うこと。その際，地形図やハザードマップなどの主

題図の読図など，日常生活と結び付いた地理的技能を身に付けさせるとともに，防災意識を高め

るよう工夫すること。 

 
現行の高等学校学習指導要領解説地理歴史編をみると，内容については（2）のイ 自然環境と

防災では，内容の取扱いで記述されているように，作業的，体験的な学習を取り入れつつ，主に

生活圏（学校所在地を中心とする通学圏などの日常生活の範囲）などの地域規模の地理的事象や

諸課題の地理的認識を深めるとともに，地理的技能及び地理的な見方や考え方を育成することが

あげられる（文部科学省，2010）。 
日本は，世界的に見ても自然災害が多発する自然環境にあることを知り，地域によって備えな

ければならない自然災害も種類や頻度・強度の面で多様であることを，防災についての基礎知識

の定着をはかる。そして，身近な地域の調査でハザードマップを用いての学習を行うことがあげ

られる。 
これまでみてきたように，社会科による自然現象とそれに伴う自然災害，防災教育に関して，

小学校，中学校，高等学校の学習指導要領とその解説をみても，この 12 年間で一貫して内容が展

開していないといえる。防災教育を一部の教科だけで行うことは困難であるため，他教科との連

携を図った授業構成を図るか，防災を一つの教科として 12 年間で教える場合，どのような構成に

なるかを考えることになるだろう。 
 
3. 各社教科書における自然災害・防災（減災）の位置付け 
小学校や中学校，高等学校の各社教科書における自然現象とそれに伴う災害，防災（減災）が

どのようにとりあげられているのかみる。 
 
1）小学校社会科 
小学校社会科の各社教科書をみると，小学校第 3 学年及び第 4 学年における防災教育では，交

通事故などの防犯や火災など安全を守る諸活動がどのように行われているのかを知ることに主眼

が置かれている（表 1）。一部の教科書では，地域の発展につくした人物で，過去の津波への対

策を取りあげたものもある。 
高学年になると自然災害の防止のためや緊急時における関係機関の働きや人々の工夫や努力を

知る内容を学習することになる。第 5 学年では，我が国の国土の環境を学習することに絡めて，

自然災害の防止の重要性について関心を深めること，第 6 学年では地方公共団体や国の政治の働

きに絡めて，災害復旧の取組を学ぶこととなる。 
各学年の社会科教科書を見てもわかるように，小学校社会科の内容は，まず災害についての公

共的な事柄に着目させているため，自然災害の扱いが少なすぎると思われる。 

出版社 東京書籍 教育出版 光村図書 日本文教出版 日本文教出版

書名 新しい社会 小学社会 社会 小学社会 わたしたちのすむ土地（３・４年）

新しい社会（下）
４　くらしを守る
①火事から暮らしを守る
　・火事だ！火事だ！
　・消防しょへ行こう
　・消防しょのくふう
　・火事の現場で働く人
　・まちの消防しせつをさがそう
　・地域の協力
②事故や事件からくらしを守る
　・あっ，あぶない
　・事故がおきたら
　・自転車のきまり
　・けいさつの仕事
　・安全なまちづくり
　・まちの安全マップをつくろう

小学社会（下）
５　安全なくらしとまちづくり
①事故・事件のないまちをめざして
・グラフで調べて考えよう
　・学校のまわりを調べよう
　・警察署をたずねて調べよう
　・くらしの安全を守る警察署
　・地いきの人たちの取り組みを調
べよう
　・危険な場所って，どんな場所？
　・地いきの安全マップにまとめよう
　・地いき安全会議を開こう
②火事を防ぎ，地震にそなえる
　・火事について調べよう
　・消防署を見学しよう①
　・消防署を見学しよう②
　・学校の消防せつびを調べよう
　・地いきの消防しせつを調べよう
　・おそろしい地震
　・地震のそなえを調べよう
　・安全なまちをめざして，地いきの
人たちにてい案しよう
＜トピックス＞
　・犬は家族と同じ―警察犬を訓練
する仕事―
　・柔道がみちびいてくれた警察官
の仕事
　・安全なまちづくりと地域の人たち

社会（下）
５　安全，安心，みんなのくらし
①火事からまちを守るには
　・もし火事が起こったら
　・学校の火事へのそなえを見つけ
よう
　・もし学校が火事になったら
　＜トピックス＞　消防署へ見学に
行ったよ
　・１１９番はどこへつながるのかな
　・火事へのそなえは，まちの中にも
あるのかな
　・わたしたちは，どのように火事か
ら守られているのかな
　＜トピックス＞　あわてずに行動す
るために―地震や水害などにそなえ
て―
②安全なまちをめざして
　・どうして事故って起こるのかな
　・学校の周りは安全かな
　・もしも事故が起きたらどうするの
　・交番にいないとき，警察官はどこ
にいるのかな
　・どんな人がわたしたちを見守って
くれているのかな
　・安全のための目標を考えよう
　＜トピックス＞
・わたしたちにできること
　・だれもが安全にくらせるように
　・海上保安庁って知っていますか
―海の事故は，１１８番に―
　・命を救うために

小学社会（上）
１　わたしたちの住んでいるところ
＜トピックス＞　まちにある地図を見
つけよう
　　ぼうさいマップ

小学社会（下）
５　安全なくらしを守る
１　なくそう，こわい火事
①火事をふせぐことはできるのか
・学校の消ぼうせつびを調べる
　・わたしたちの市の火事を調べる
②消ぼうしょは，どのようにして火事
をふせぐのか
　・消ぼうしょを調べる
　・火事を消すしくみ
　・けがをした人を助けるしくみ
　・消ぼうしょを見学して
③わたしたちの力で火事から守る
　・地いきの消ぼうせつびと消ぼうだ
ん
　・大きな火事やさい害にそなえる
　・消ぼうしょのはたらきを整理する
　・学校の消ぼうせつびの目的を考
える
　＜トピックス＞　地しんによるひ害
を少なくするためには？

２　ふせごう，交通事故や事件
①交通事故はどれくらいおきている
のか
　・身近なところの交通事故
　・調べる計画づくり
　・「調べカード」づくり
②けいさつしょは，どのようにして交
通事故をふせごうとしているのか
　 １１０番

わたしたちのすむ土地（上）
３　安全なくらしを守る仕事
１　火事から人びとをどう守るの
　・調べる計画
　・１１９番のれんらくのしくみ
　・火事のげん場での活動
　・火事にそなえる消ぼうしょの仕事
　・学校や，まちにある消ぼうせつび
　・地いきの人びとの活動
　・火事や地しんにそなえて
　・調べたことをまとめよう
２　じこやじけんから人びとをどう守
るの
　・調べる計画
　・交通じこがおきたときの活動
　・じこやじけんをふせぐための活動
　・交通安全のためのルール
　・地いきの安全を守る
　・調べたことをまとめよう
　＜トピックス＞　人びとの安全を守
る仕事

第
５
学
年

新しい社会（上）
５　わたしたちの国土
②国土の地形の特色と人々のくらし
　・川に囲まれた土地
　・水とたたかってきた人々
③国土の気候の特色と人々のくらし
　・わが国の特色
　・くらしや自然を守る

新しい社会（下）
５　わたしたちの生活と環境
③自然災害を防ぐ
　・自然災害の多い日本
　・災害を防ぐために
　・地域のみんなで災害を防ぐ
　・学習のまとめ

小学社会（上）
１　わたしたちのくらしと国土
②　日本にはなぜ四季があるの
・地域によってちがう気候
③　住みよいくらしと環境
　・沖縄の人たちのくらし
　・石がきで囲まれた家

小学社会（下）
４　くらしを支える情報
①情報のなかに生きる
　・大きな地震が起きたら
　・情報を伝える
　・情報を生活に生かす
②情報ネットワークを生かす
　・防災とインターネット
③情報を上手に使いこなす
　・情報を生かすのは，わたし
　
５　環境を守る人々
①　国土を守る
２）自然とともに生きる
　・自然災害から守る

１　日本の国土とわたしたちのくらし
①国土のようす
　・日本って，こんなにたくさん山が
あるの
　・季節や場所によって，気候もちが
うのかな
③川がつなぐ高地・山地・低地のくら
し
　・土地の低い地域（天竜川下流）に
すむ人々のくらし
　
４　情報とわたくしたちのくらし
①求められる情報を
　・求められる情報を，どのように伝
えていたのかな
　・新聞は，どのように作られている
のかな
　・いち早く情報を伝えるためには，
どんなくふうがあるのかな
　・災害の情報は，テレビでどのよう
に伝えられているのかな
　・命とくらしを守るために，どんな情
報を伝えているのかな
　・まちの安全と安心のための，情
報発信の工夫について調べよう
　
５　人と自然がともに生きる国土
③自然災害からくらしを守るには
　・被害を防ぐ取り組みについて知り
たいな
　・いざというときのために，どんな
備えが必要かな
　

小学社会（上）
１　日本の国土と人々のくらし
②日本の国土には，どのような特色
があるのか
・日本の気候を調べる
２　さまざまな土地のくらし
②気候のちがいで，くらしはどのよう
に変わるのか
　・沖縄県の位置や気候
　・家づくりのくふう
③　地形のちがいでくらしはどのよう
に変わるのか
　＜トピックス＞　低地のくらし～輪
中地帯～
　
小学社会（下）
４　わたしたちのちのくらしを支える
情報
①情報を伝える
３）放送とわたしたちのくらしは，どの
ようにかかわっているのか
　・情報のはたらきと発信
②情報化社会を生きる
２）情報は，わたしたちのくらしにど
のように役だっているのか
　・災害と情報ネットワーク

５　国土の環境を守る
２　災害から人々を守る
１）災害は，わたしたちのくらしにど
んなえいきょうをあたえているのか
　・災害のおこりやすい国土
２）自然災害を防ぐために，どんな取
り組みをしているのか
　・災害を防ぐために
　・安心できるくらしを守るために

国土のようすと情報（下）
４　日本の国土のようす
①国土はどのように広がっているの
　・気候のようす
②自然に合わせて，人びとはどのよ
うにくらしているの
　・低地のくらし
　・あたたかい島のくらし

５　わたしたちのくらしと環境
①森林は，なぜたいせつなの
・森林のはたらき
②災害から，くらしはどのようにまも
られているの
　・地震による被害
　・地震の対策
　・地震に対する自助・共助・公助，
協働
　・調べたことをまとめよう

（各社教科書より作成）

第
３
・
４
学
年

③ほかにもあるけいさつしょの人の
仕事
　・町で見かけるけいさつしょの仕事
　・地いきの人々とともに
　＜作業学習＞
・安全マップをつくる
　・わたしたちの交通安全のきまり
　＜トピックス＞
　海の安全はだれが守っているのだ
ろう？

６　地いきのはってんにつくした人び
と
１　よみがえらせよう，われらの広村
①浜口梧陵はどんなていぼうをつ
くったのか
・お話「稲むらの火」
　・見学する計画を立てる
　・広川町の見学
　・浜口梧陵のあとをたずねる
②ていぼうはどのようにしてつくられ
たのか
　・津波のひ害をたしかめる
　・津波に負けないていぼうをつくる
③浜口梧陵はわたしたちに何を残し
てくれたのか
　・今のわたしたちのくらしと浜口梧
陵

表 1 各社の小学校社会科（第 3・4 学年）の教科書における災害・防災が取り扱われている単元・箇所 
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出版社 東京書籍 教育出版 光村図書 日本文教出版 日本文教出版

書名 新しい社会 小学社会 社会 小学社会
　　国土のようすと情報（５年）

世界の中の日本（６年）

第
６
学
年

新しい社会（下）
２　わたしたちの生活と政治
１　わたしたちの願いを実現する政
治
　・災害から人々を守る

小学社会（下）
５　暮らしの中の政治
１　身近な暮らしと政治
　＜トピックス＞　災害から人々を
守る

１　日本の歴史
８　戦争の時代から平和の時代へ
＜トピックス＞　私たちの時代　平
成７年に起きた阪神・淡路大震災

２　私たちの暮らしと政治
１　みんなの願いと政治の働き
＜トピックス＞　災害が起こったと
きは

小学社会（下）
２　わたしたちのくらしと政治
１　わたしたちの願いと政治のはた
らき
　・災害の発生と政治のはたらき

出版社 帝国書院 東京書籍 日本文教出版 教育出版

書名
社会科　中学生の地理

―世界のすがたと日本の国土―
新しい社会　地理 中学社会地理的分野

中学社会
地理　地域にまなぶ

世
界
の
諸
地
域

第１編　世界のさまざまな地域
第２章　世界各地の人々の生活と環境
６　低い土地にくらす人々
　・季節により変化する川の水位
　雨季にチャオプラヤ川の氾濫

第３章　世界の諸地域
第４節　北アメリカ州―さかんな農業や
工業の特色―
１　北アメリカ州をながめて
　・大陸と島々
　西インド諸島やアメリカ南東部で，ハリ
ケーンの発生

第１編　世界のさまざまな地域
第３章　世界の諸地域
４節　世界に大きな影響力をもつ北アメリ
カ
６　多民族の共存と貧困　人種差別と格
差社会
＜コラム＞
　・自然災害と人種差別
　　2005年のハリケーン「カトリーナ」

世
界
か
ら
み
た
日
本
の
す
が
た

第２部　日本のさまざまな地域
２章　世界と比べた日本の地域的特色
１節　自然環境の特色
１　世界と比べた日本の山地
　・地震や火山が多いのはどこだろう
　・日本列島をなす山地
５　日本の気候の特色
　・日本の気候の特色は何か
６　日本のさまざまな自然災害と防災
　・自然災害と生活への影響
　・防災へのくふう

第２編　日本のさまざまな地域
第２章　世界から見た日本のすがた
第１節　世界から見た日本の自然環境
１　世界の地形
　・活動的な帯状の地域
２　日本の山地と海岸
　・けわしい山地
３　日本の川と平野
　写真　ふだんの多摩川河川敷と大雨の
ときの様子
４　世界から見た日本の気候
　・日本が属する温帯
５　自然災害と防災への取り組み
　・さまざまな自然災害
　・人間活動と災害
　・防災対策と防災意識

第２編　日本地理を学ぼう
第２章　世界から見た日本の姿
１節　自然環境からみた日本
１　世界の地形のようす
　・変化に富む世界の山地
２　日本の地形のようす
　・けわしい日本の山地
４　日本の気候のようす
　・夏から秋の気候
＜特設＞
　ヒートアイランドとゲリラ豪雨
５　災害と防災
　・さまざまな自然災害
　・日本の自然災害
　・災害にそなえる努力
＜特設＞
　・阪神・淡路大震災
　・人と防災未来センターに行こう

第２編　日本のさまざまな地域
第２章　世界からみた日本のすがた
１節　変動する大地と安定した大地　世
界の地形
　・活動が活発な二つの造山帯
　＜コラム＞
　なぜ，日本では地震が多く起きるのか
２節　変化に富む日本列島の地形
　・さまざまな山地
　・土砂の造る平野
　・短くて急な日本の河川
３節　四季のあるモンスーンの気候　世
界からみた日本の気候
　・梅雨のしくみ
　・台風の接近
４節　自然のもたらす災害を克服する
自然災害と防災
　・活断層と地震
　・火山の噴火と火砕流
　・洪水と治水対策
　・気候災害
　＜コラム＞
　・増えてきた都市型の災害

日
本
の
諸
地
域

３章　日本の諸地域
１節　九州地方～自然環境の視点を中
心にして～
２　火山のめぐみと防災への取り組み
  ・温泉や地熱の利用
  ・火山による災害と防災への取り組み

学習のまとめ
  ・あなたならどうする　ハザードマップか
ら防災を考える
  ステップ①　災害が起こりやすい場所
はどこか（洪水被害を例に）
  ステップ②　災害発生時の被害と避難
を考えよう
  ステップ③　自分たちの地域を考えよう

３節　近畿地方～環境保全の視点を中
心にして～
  コラム　震災をのりこえて防災都市へ
～神戸～

第３章　日本の諸地域
１節　九州地方―環境問題・環境保全に
向き合う人々のくらし―
１　九州地方の生活の舞台
　・火山活動にともなう地形
　・温暖で多雨な気候
３　多様な環境問題と環境保全の取り組
み
　・豪雨による土砂くずれと水害
　・さんごしょうを守る取り組み

７節　北海道地方―雄大な自然とともに
生きる人々のくらし―
１　北海道地方の生活の舞台
　・南北に走る山と平野
３　特色ある自然と人々のくふう
　・自然災害と対策

第３章　日本の地方のようす
１節　北海道地方のようす―自然環境を
テーマに―
２　北海道の豊かな自然環境
　・北の大地の姿
＜特設＞
　・火山防災への取り組みをみる―有珠
山を例に―

７節　九州地方のようす―環境問題を
テーマに―
３　豊かな自然環境と環境保護
　・火山の多い九州地方
　・九州地方の気候

第３章　日本の諸地域
１節　九州地方～環境問題と環境保全を
中心とした考察～
１　多様な自然環境に恵まれた地域　九
州地方をながめて
　・特色ある地形のようす
　・温暖な気候と台風の襲来
３　火山とともに暮らす　自然災害と防災
　・火山の集中する九州地方

７節　北海道地方～自然環境を中心とし
た考察～
１　自然界編の歴史を持つ地域　北海道
地方をながめて
　・地形のあらまし

（各社教科書より作成）

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（各社教科書より作成） 

2）中学校社会科地理的分野 
中学校や高等学校では，基礎的な知識をまず学ばせ，それを踏まえて自ら参画していく資質や

能力の育成を図る学習が系統的に行われる必要がある。社会科地理的分野の各社教科書を見ると，

自然現象やそれに伴う自然災害，防災に関しては，「世界からみた日本のすがた」や「日本の諸

地域」の単元で扱われている（表 2）。とくに「日本の諸地域」では，北海道地方や九州地方の

単元で自然災害や防災が取りあげられている。 
  

表 2 中学校社会科地理的分野の教科書における自然災害・防災が取り扱われている単元・箇所 
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出版社 東京書籍 教育出版 光村図書 日本文教出版 日本文教出版

書名 新しい社会 小学社会 社会 小学社会
　　国土のようすと情報（５年）

世界の中の日本（６年）

第
６
学
年

新しい社会（下）
２　わたしたちの生活と政治
１　わたしたちの願いを実現する政
治
　・災害から人々を守る

小学社会（下）
５　暮らしの中の政治
１　身近な暮らしと政治
　＜トピックス＞　災害から人々を
守る

１　日本の歴史
８　戦争の時代から平和の時代へ
＜トピックス＞　私たちの時代　平
成７年に起きた阪神・淡路大震災

２　私たちの暮らしと政治
１　みんなの願いと政治の働き
＜トピックス＞　災害が起こったと
きは

小学社会（下）
２　わたしたちのくらしと政治
１　わたしたちの願いと政治のはた
らき
　・災害の発生と政治のはたらき

出版社 帝国書院 東京書籍 日本文教出版 教育出版

書名
社会科　中学生の地理

―世界のすがたと日本の国土―
新しい社会　地理 中学社会地理的分野

中学社会
地理　地域にまなぶ

世
界
の
諸
地
域

第１編　世界のさまざまな地域
第２章　世界各地の人々の生活と環境
６　低い土地にくらす人々
　・季節により変化する川の水位
　雨季にチャオプラヤ川の氾濫

第３章　世界の諸地域
第４節　北アメリカ州―さかんな農業や
工業の特色―
１　北アメリカ州をながめて
　・大陸と島々
　西インド諸島やアメリカ南東部で，ハリ
ケーンの発生

第１編　世界のさまざまな地域
第３章　世界の諸地域
４節　世界に大きな影響力をもつ北アメリ
カ
６　多民族の共存と貧困　人種差別と格
差社会
＜コラム＞
　・自然災害と人種差別
　　2005年のハリケーン「カトリーナ」

世
界
か
ら
み
た
日
本
の
す
が
た

第２部　日本のさまざまな地域
２章　世界と比べた日本の地域的特色
１節　自然環境の特色
１　世界と比べた日本の山地
　・地震や火山が多いのはどこだろう
　・日本列島をなす山地
５　日本の気候の特色
　・日本の気候の特色は何か
６　日本のさまざまな自然災害と防災
　・自然災害と生活への影響
　・防災へのくふう

第２編　日本のさまざまな地域
第２章　世界から見た日本のすがた
第１節　世界から見た日本の自然環境
１　世界の地形
　・活動的な帯状の地域
２　日本の山地と海岸
　・けわしい山地
３　日本の川と平野
　写真　ふだんの多摩川河川敷と大雨の
ときの様子
４　世界から見た日本の気候
　・日本が属する温帯
５　自然災害と防災への取り組み
　・さまざまな自然災害
　・人間活動と災害
　・防災対策と防災意識

第２編　日本地理を学ぼう
第２章　世界から見た日本の姿
１節　自然環境からみた日本
１　世界の地形のようす
　・変化に富む世界の山地
２　日本の地形のようす
　・けわしい日本の山地
４　日本の気候のようす
　・夏から秋の気候
＜特設＞
　ヒートアイランドとゲリラ豪雨
５　災害と防災
　・さまざまな自然災害
　・日本の自然災害
　・災害にそなえる努力
＜特設＞
　・阪神・淡路大震災
　・人と防災未来センターに行こう

第２編　日本のさまざまな地域
第２章　世界からみた日本のすがた
１節　変動する大地と安定した大地　世
界の地形
　・活動が活発な二つの造山帯
　＜コラム＞
　なぜ，日本では地震が多く起きるのか
２節　変化に富む日本列島の地形
　・さまざまな山地
　・土砂の造る平野
　・短くて急な日本の河川
３節　四季のあるモンスーンの気候　世
界からみた日本の気候
　・梅雨のしくみ
　・台風の接近
４節　自然のもたらす災害を克服する
自然災害と防災
　・活断層と地震
　・火山の噴火と火砕流
　・洪水と治水対策
　・気候災害
　＜コラム＞
　・増えてきた都市型の災害

日
本
の
諸
地
域

３章　日本の諸地域
１節　九州地方～自然環境の視点を中
心にして～
２　火山のめぐみと防災への取り組み
  ・温泉や地熱の利用
  ・火山による災害と防災への取り組み

学習のまとめ
  ・あなたならどうする　ハザードマップか
ら防災を考える
  ステップ①　災害が起こりやすい場所
はどこか（洪水被害を例に）
  ステップ②　災害発生時の被害と避難
を考えよう
  ステップ③　自分たちの地域を考えよう

３節　近畿地方～環境保全の視点を中
心にして～
  コラム　震災をのりこえて防災都市へ
～神戸～

第３章　日本の諸地域
１節　九州地方―環境問題・環境保全に
向き合う人々のくらし―
１　九州地方の生活の舞台
　・火山活動にともなう地形
　・温暖で多雨な気候
３　多様な環境問題と環境保全の取り組
み
　・豪雨による土砂くずれと水害
　・さんごしょうを守る取り組み

７節　北海道地方―雄大な自然とともに
生きる人々のくらし―
１　北海道地方の生活の舞台
　・南北に走る山と平野
３　特色ある自然と人々のくふう
　・自然災害と対策

第３章　日本の地方のようす
１節　北海道地方のようす―自然環境を
テーマに―
２　北海道の豊かな自然環境
　・北の大地の姿
＜特設＞
　・火山防災への取り組みをみる―有珠
山を例に―

７節　九州地方のようす―環境問題を
テーマに―
３　豊かな自然環境と環境保護
　・火山の多い九州地方
　・九州地方の気候

第３章　日本の諸地域
１節　九州地方～環境問題と環境保全を
中心とした考察～
１　多様な自然環境に恵まれた地域　九
州地方をながめて
　・特色ある地形のようす
　・温暖な気候と台風の襲来
３　火山とともに暮らす　自然災害と防災
　・火山の集中する九州地方

７節　北海道地方～自然環境を中心とし
た考察～
１　自然界編の歴史を持つ地域　北海道
地方をながめて
　・地形のあらまし

（各社教科書より作成）

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（各社教科書より作成） 

2）中学校社会科地理的分野 
中学校や高等学校では，基礎的な知識をまず学ばせ，それを踏まえて自ら参画していく資質や

能力の育成を図る学習が系統的に行われる必要がある。社会科地理的分野の各社教科書を見ると，

自然現象やそれに伴う自然災害，防災に関しては，「世界からみた日本のすがた」や「日本の諸

地域」の単元で扱われている（表 2）。とくに「日本の諸地域」では，北海道地方や九州地方の

単元で自然災害や防災が取りあげられている。 
  

表 2 中学校社会科地理的分野の教科書における自然災害・防災が取り扱われている単元・箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出版社 帝国書院 帝国書院 教育出版 二宮書店

書名 高等学校　新地理A　初訂版  ※旧課程
世界を学ぶ高校生の地理A　最新版

※旧課程
新地理A　暮らしと環境　※旧課程 高校生の新地理A　　※旧課程

単
元
・
箇
所

２部　さまざまな地域の生活と環境
１章　人間生活を取り巻く環境
２節　人々の生活と地形
１　さまざまに変化する大地と生活
・ニューヨークと東京のビルの違い
２　世界の大地形と人々の生活
　・地形をつくる力
３　山地・平野の地形と人々の生活
５　自然との共生
　・地形の改変と防災対策

２部　世界の多様性の理解のために
２章　生活に影響を及ぼす地形
１節　地球内部の熱と力でできている地形
　・地震が多いのはどのような地域だろう
　・けわしい山脈のある地域で地震や火山が
多いのはなぜだろう
２節　外部の作用によってつくられた地形
＜トピックス＞
防災とハザードマップ

第１章　現代世界のさまざまなとらえ方
第１節　球面上の世界と地域構成
６　地図を読む
  ・ハザードマップ

第２章　地域からみる現代世界の生活・文化と
環境
第２節　地形と人々の生活
１　大地をつくる力―プレートテクトニクス―
　・世界の大地形
２　変動帯と安定陸塊
　・地震と活断層
　・安定陸塊
　・活発な浸食と堆積
＜トピックス＞　自然災害と人間の暮らし
３　沖積平野の地形と人々の生活
　・平野の地形
第３節　気候と人々の生活
＜トピックス＞　南アジアのモンスーンと人々の
暮らし

口絵写真　日本の真冬と盛夏
　・気象衛星ひまわりによる夏の画像

第２章　地域性からみた現代世界の課
題
第１節　生活・文化と環境
１　人びとを取りまく地形
　①人間の生活と大地形
　・偏在する自然災害と地下資源
　・世界の大地形分布
　②人間生活に密接に関係する地形
　・造山帯の資源と災害
２　人びとを取りまく気候
　②気象災害
　・異常気象と気象災害

出版社 二宮書店 二宮書店 第一学習社 第一学習社

書名
よくわかる地理A

世界の現在と未来
※旧課程

新編　地理A
―ひろがる世界とつながる地域―

※旧課程

高等学校地理A　改訂版
世界のくらしを学ぶ

※旧課程

高等学校地理A
世界に目を向け，地域を学ぶ

第２編　世界の諸地域の生活・文化と環
境
第１章　人びとを取りまく環境
第１節　人びとを取りまく地形
１　世界の高く険しい山脈
・新期造山帯と人びとの生活
５　日本列島の地形
　・日本の地形と人びとの生活
第２節　人びとを取りまく気候
２　気候の地域性
　・日本の気象災害

第Ⅰ編　現代世界の特色
第２章　世界の生活・文化の多様性
第１節　人びとを取りまく地形
１　大地形
・地形をつくる力
３　古期造山帯と新期造山帯
　・新期造山帯の形成
４　平野の地形
　・沖積平野
５　地形と人々の生活
　・平野の地形と人々の生活
　・山の地形と人々の生活
第２節　人びとを取りまく気候
２　気候の地域性
　・モンスーン

第Ⅱ編　生活圏の課題
第２章　自然環境と防災
第１節　日本の自然環境の特色
１　日本の地形の特徴
・プレート境界に位置する日本列島
２　日本の気候の特徴
　・世界的にも多雨・強雨
３　日本の河川の特徴
　・急勾配である日本の河川
　・河川が運ぶ大量の土砂
第２節　自然災害の事例
１　火山による災害
　・火山活動の恵みと災害
　・雲仙普賢岳の噴火

第１編　地理情報の活用と現代世界の特色
第３章　多様化する世界の人々の活動
１　多様化・個人化する余暇活動とボランティア
活動
＜トピックス＞　災害ボランティア

第２編　世界の諸地域の地域性
第１章　世界の人々の生活を取り巻く環境
第２節　世界的視野からみた地形
・造山帯と安定陸塊
第３節　さまざまな地形と生活
・河川がつくる堆積平野
　・さまざまな海岸の地形
第４節　世界的視野からみた気候
　・気温と風と降水分布
　・気候と海流
＜テーマ学習＞　災害の多い日本の自然と生活

第１編　現代世界の特色と諸課題の地
理的考察
２章　世界の人々の生活を取りまく地理
的環境
２　世界的視野から見た地形
　・造山帯と安定陸塊
３　さまざまな地形と生活
　・削られる大地
　・河川がつくる堆積平野
　・さまざまな海岸の地形
４　世界的視野から見た気候
　・気温と風と降水分布

第２編　生活圏の諸課題の地理的考察
２章　自然災害と防災
１節　日本の自然と生活
　・自然環境と生活のかかわり
　・日本の気候と生活
　・局地的な気候と生活
　・日本の地形の特徴
　・都市・産業の立地と地形
２節　自然災害に備えた暮らし
　・くり返す自然災害
　・火山災害に備える
　・水害に備える
　・伝統的な水害対策
　・地震・津波に備える
　・自分たちで災害に備える
＜作業学習＞
　・津波ハザードマップを読み取ろう
　・DIGにチャレンジしよう

２　豪雨・台風による災害
　・山地の災害と平野の災害
　・東海豪雨
３　地震による災害
　・活断層の分布
　・兵庫県南部地震
４　津波・高潮による災害
　・地震と津波・高潮
　・東北地方太平洋沖地震
第３節　日本の自然災害への取り組み
１　都市河川の災害に対する治水の取り
組み
　・自然災害への二つの取り組み方
　・神田川と治水
　・現代の治水の取り組み
２　ハザードマップ
　・ソフト対策による備え
　・噴火予知と事前の避難
　・自助・共助・公助
＜作業学習＞
　・防災に地図を活用しよう

３章　生活圏の地理的な諸課題と地域調
査
２節　水の恵みの町「川北町」を考える
　・驚きからの出発
　・文献・資料で調べる
　・地図を手に現地へ
　・水害を「いなす」暮らし
　・川の恵みと暮らす
　・川とのつきあい方を考える
＜作業学習＞
　川とのつきあい方を考えよう

単
元
・
箇
所

3）高等学校地理Ａ 
高等学校地理Ａの各社教科書をみると，新旧課程で内容量の差はあるが，高等学校でも自然災

害の発生メカニズムをはじめとして，地域の自然環境，災害や防災対策についての基礎的・基本

的事項が理解できるように構成されている（表 3）。一部の教科書では，人間行動の多様化の単

元で新たな余暇活動という視点で，震災地域でのボランティア活動を取りあげているものがある。 
 

表 3 高等学校の地理 A 教科書における自然災害・防災が取り扱われている単元・箇所 
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出版社 東京書籍 東京書籍 清水書院 清水書院

書名
地理A

※旧課程
地理A

高等学校　現代地理A
現代世界の動向や諸地域の課題をさぐる

※旧課程

高等学校　現代地理A　最新版
世界を知り，暮らしに生かす

口絵写真　写真で読む自然災害
・スマトラ沖地震で海辺のホテルをおそった巨
大津波
　・兵庫県南部地震による被害
　・エチオピア南東部の干ばつのようす
　・台風による大雨で水没した乗用車
　・台風による大雨で川の水があふれ水没し
たバス

第１編　現代世界の特色と見方・考え方
第３章　多様さを増す人間行動と現代世界
３節　広がるボランティア活動
　・活発化するボランティア活動（余暇の新た
な過ごし方）
　・ボランティア活動への期待（多様化するボ
ランティア）

第２編　世界の生活と文化
第１章　世界的視野から見た自然環境と文化
１節　生活の舞台としての地形
　・動く大地と動かない大地（変動帯と安定陸
塊）
１　変動帯と安定陸塊の地形と生活
　・変動帯の大地はいつも動いている（地震と
活断層）
　・広大な平原（ゆるやかに流れる大河）
２　川にそって見る地形の変化
　・川の中流～下流（平野をつくる川）
３　さまざまな地形と人々の生活・環境
　・生活の場をあたえてくれる地形（変動帯の
地形と災害）
　・人間がもたらした自然環境の破壊（地球環
境の保全と地形）

２節　生活の舞台としての気候
３　熱帯の特徴と人々の生活
　・熱帯の気候環境と生活
＜写真＞乾季と雨季

口絵写真　自然災害
　・東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）で
発生した津波により被害を受けた市街地
　・兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）で倒
壊した建物
　・桜島と砂防施設
　・激しく噴煙をあげる霧島山系・新燃岳
　・土石流災害
　・高速道路の玉突き事故（降雪）
　・台風18号による強風で倒れた北海道大学
のポプラ並木
　・新潟豪雨で冠水した民家

第２編　世界の生活・文化の多様性
第１章　世界的視野から見た自然環境と文化
１節　生活の舞台としての地形
１　変動帯と安定陸塊の地形と生活
　・動く大地と動かない大地
　・変動帯の大地はいつも動いている
２　河川・海岸の地形と生活
　・広い洪積台地
　・変化に富む海岸

２節　生活の舞台としての気候
３　熱帯の特徴と人々の生活
＜写真＞乾季と雨季

第４編　身近な地域と地理的課題
第２章　自然環境と防災
１節　日本列島の自然環境と自然災害
１　日本列島の地形と自然災害
　・変動帯にある日本列島
　・プレートの運動がつくる山脈

２　日本列島の気候と自然災害
　・台風
　・地域的な特徴と気候災害（冷害と干ばつ）
　・冬の豪雪（交通災害）

第１編　現代世界の特色と地理的技能
第１章　球面上の世界と地域構成
１節　地球のすがた
　・大気と土壌の厚さ
＜写真＞　宇宙からとらえた台風

第３章　多様さを増す人間行動と現代世界
５節　広がりをみせるボランティア活動
＜写真＞　阪神・淡路大震災のボランティア

第１編　現代世界の特色と諸課題の地理的考
察
第２章　世界の諸地域の暮らしと文化
１節　自然環境と人々の暮らし
１　世界の地形
　・地球表面のおおまかな起伏
　・海底の地形
　・浸食平野と堆積平野
　・平野と人間の生活
　・海岸と人間の生活

第３章　地球的課題の地理的考察
６節　国際協力
＜写真＞　四川大地震で救助活動を行う日本
の国際緊急救助隊

第２編　生活圏の諸課題と地理的考察
第２章　自然環境と防災
１　日本列島の大地形
　・変動帯に位置する日本
　・日本列島の地形変動とプレートテクトニク
ス
２　日本列島の気候
　・気候の特徴
　・降水量の地域差
　・台風
＜トピックス＞　ハザードマップは，どうしてで
きたの？
３　地震・津波による災害と防災
　・地震災害とは
　・プレート境界付近の地震
　・陸域でおこる浅い地震
　・地震の揺れの予測地図
　・地震から身を守る
　・津波とは
　・津波による被害
　・津波から身を守る
　・津波ハザードマップ

２節　日本列島の自然災害と防災
１　地震・津波と土砂災害
　・地震と津波（予知して避難）
　・地震と防災（都市生活との関連）
２　火山と防災
　・火山の噴火（監視と予知）
　・火砕流と泥流（避難が重要）
　・ハザードマップ（防災地図）（被害を予測し
て軽減）
　・ジオパーク（Geo Park）（防災を観光に生か
す）
３　台風・雪害と防災
　・台風による被害（洪水を防ぐ）
　・南西諸島と台風（防風林と赤土流出）
　・雪による被害と対策（交通や生活への影
響）
４　洪水と治水
　・洪水への対策（伝統と現在）
　・被害を軽減させる工夫（遊水地）
５　大都市の災害
　・大都市を襲う集中豪雨と災害（集中豪雨に
備える）
　・河川流出を減らす工夫（雨水を貯め，浸透
させる）
　・ヒートアイランド（都市は“熱の島”）

４　火山災害
・火山とは
・火山の分布
・多様な噴火災害
＜トピックス＞　富士山が噴火したら？
５　洪水による災害と防災
・河川氾濫と内水氾濫
・関東平野の洪水災害
・洪水から身を守る
＜トピックス＞　水害に対する工夫を読み取ろ
う
６　土砂災害と防災
・斜面崩壊と土石流
・土砂災害の危険予測
・土砂災害から身を守る

（各社教科書より作成）

単
元
・
箇
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
災害の脅威の実態を知り，災害が起きる自然環境のメカニズムを科学的に理解することが大切

である。しかし，一部の教科書をのぞいて，高等学校の地理教科書を見ても，地震などのメカニ

ズムに偏っているといえる。自然災害の被害が生じる背景としての自然環境や社会環境と人間生

活の関わりを考察し，「自分は何ができるのか」と，主体的に行動できる力を育てることが求めら

れている。 
また，高等学校の防災教育で利用される地図としては，中学校でもそうであるが，地形図や自

然災害による被害を予測し，被害範囲を地図化したハザードマップが極めて有用な教材として扱

われている。だが，ハザードマップを読み取らせるだけの学習では不十分であり，地形図を活用

して，標高や地形の特徴，土地利用を読み取ったりする学習を組み合わせて地理的な考え方を培

う必要がある。 
これまでみてきたように，わが国の小学校，中学校，高等学校における地理教育では，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

項が理解できるようにすることが重点に置かれている。しかし，近年の日本史必修化の風潮のも

とで，高等学校での地理履修者数の減少も，自然災害や防災（減災）教育の機会が減る要因とな

っている。 
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出版社 東京書籍 東京書籍 清水書院 清水書院

書名
地理A

※旧課程
地理A

高等学校　現代地理A
現代世界の動向や諸地域の課題をさぐる

※旧課程

高等学校　現代地理A　最新版
世界を知り，暮らしに生かす

口絵写真　写真で読む自然災害
・スマトラ沖地震で海辺のホテルをおそった巨
大津波
　・兵庫県南部地震による被害
　・エチオピア南東部の干ばつのようす
　・台風による大雨で水没した乗用車
　・台風による大雨で川の水があふれ水没し
たバス

第１編　現代世界の特色と見方・考え方
第３章　多様さを増す人間行動と現代世界
３節　広がるボランティア活動
　・活発化するボランティア活動（余暇の新た
な過ごし方）
　・ボランティア活動への期待（多様化するボ
ランティア）

第２編　世界の生活と文化
第１章　世界的視野から見た自然環境と文化
１節　生活の舞台としての地形
　・動く大地と動かない大地（変動帯と安定陸
塊）
１　変動帯と安定陸塊の地形と生活
　・変動帯の大地はいつも動いている（地震と
活断層）
　・広大な平原（ゆるやかに流れる大河）
２　川にそって見る地形の変化
　・川の中流～下流（平野をつくる川）
３　さまざまな地形と人々の生活・環境
　・生活の場をあたえてくれる地形（変動帯の
地形と災害）
　・人間がもたらした自然環境の破壊（地球環
境の保全と地形）

２節　生活の舞台としての気候
３　熱帯の特徴と人々の生活
　・熱帯の気候環境と生活
＜写真＞乾季と雨季

口絵写真　自然災害
　・東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）で
発生した津波により被害を受けた市街地
　・兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）で倒
壊した建物
　・桜島と砂防施設
　・激しく噴煙をあげる霧島山系・新燃岳
　・土石流災害
　・高速道路の玉突き事故（降雪）
　・台風18号による強風で倒れた北海道大学
のポプラ並木
　・新潟豪雨で冠水した民家

第２編　世界の生活・文化の多様性
第１章　世界的視野から見た自然環境と文化
１節　生活の舞台としての地形
１　変動帯と安定陸塊の地形と生活
　・動く大地と動かない大地
　・変動帯の大地はいつも動いている
２　河川・海岸の地形と生活
　・広い洪積台地
　・変化に富む海岸

２節　生活の舞台としての気候
３　熱帯の特徴と人々の生活
＜写真＞乾季と雨季

第４編　身近な地域と地理的課題
第２章　自然環境と防災
１節　日本列島の自然環境と自然災害
１　日本列島の地形と自然災害
　・変動帯にある日本列島
　・プレートの運動がつくる山脈

２　日本列島の気候と自然災害
　・台風
　・地域的な特徴と気候災害（冷害と干ばつ）
　・冬の豪雪（交通災害）

第１編　現代世界の特色と地理的技能
第１章　球面上の世界と地域構成
１節　地球のすがた
　・大気と土壌の厚さ
＜写真＞　宇宙からとらえた台風

第３章　多様さを増す人間行動と現代世界
５節　広がりをみせるボランティア活動
＜写真＞　阪神・淡路大震災のボランティア

第１編　現代世界の特色と諸課題の地理的考
察
第２章　世界の諸地域の暮らしと文化
１節　自然環境と人々の暮らし
１　世界の地形
　・地球表面のおおまかな起伏
　・海底の地形
　・浸食平野と堆積平野
　・平野と人間の生活
　・海岸と人間の生活

第３章　地球的課題の地理的考察
６節　国際協力
＜写真＞　四川大地震で救助活動を行う日本
の国際緊急救助隊

第２編　生活圏の諸課題と地理的考察
第２章　自然環境と防災
１　日本列島の大地形
　・変動帯に位置する日本
　・日本列島の地形変動とプレートテクトニク
ス
２　日本列島の気候
　・気候の特徴
　・降水量の地域差
　・台風
＜トピックス＞　ハザードマップは，どうしてで
きたの？
３　地震・津波による災害と防災
　・地震災害とは
　・プレート境界付近の地震
　・陸域でおこる浅い地震
　・地震の揺れの予測地図
　・地震から身を守る
　・津波とは
　・津波による被害
　・津波から身を守る
　・津波ハザードマップ

２節　日本列島の自然災害と防災
１　地震・津波と土砂災害
　・地震と津波（予知して避難）
　・地震と防災（都市生活との関連）
２　火山と防災
　・火山の噴火（監視と予知）
　・火砕流と泥流（避難が重要）
　・ハザードマップ（防災地図）（被害を予測し
て軽減）
　・ジオパーク（Geo Park）（防災を観光に生か
す）
３　台風・雪害と防災
　・台風による被害（洪水を防ぐ）
　・南西諸島と台風（防風林と赤土流出）
　・雪による被害と対策（交通や生活への影
響）
４　洪水と治水
　・洪水への対策（伝統と現在）
　・被害を軽減させる工夫（遊水地）
５　大都市の災害
　・大都市を襲う集中豪雨と災害（集中豪雨に
備える）
　・河川流出を減らす工夫（雨水を貯め，浸透
させる）
　・ヒートアイランド（都市は“熱の島”）

４　火山災害
・火山とは
・火山の分布
・多様な噴火災害
＜トピックス＞　富士山が噴火したら？
５　洪水による災害と防災
・河川氾濫と内水氾濫
・関東平野の洪水災害
・洪水から身を守る
＜トピックス＞　水害に対する工夫を読み取ろ
う
６　土砂災害と防災
・斜面崩壊と土石流
・土砂災害の危険予測
・土砂災害から身を守る

（各社教科書より作成）
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災害の脅威の実態を知り，災害が起きる自然環境のメカニズムを科学的に理解することが大切

である。しかし，一部の教科書をのぞいて，高等学校の地理教科書を見ても，地震などのメカニ

ズムに偏っているといえる。自然災害の被害が生じる背景としての自然環境や社会環境と人間生

活の関わりを考察し，「自分は何ができるのか」と，主体的に行動できる力を育てることが求めら

れている。 
また，高等学校の防災教育で利用される地図としては，中学校でもそうであるが，地形図や自

然災害による被害を予測し，被害範囲を地図化したハザードマップが極めて有用な教材として扱

われている。だが，ハザードマップを読み取らせるだけの学習では不十分であり，地形図を活用

して，標高や地形の特徴，土地利用を読み取ったりする学習を組み合わせて地理的な考え方を培

う必要がある。 
これまでみてきたように，わが国の小学校，中学校，高等学校における地理教育では，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

項が理解できるようにすることが重点に置かれている。しかし，近年の日本史必修化の風潮のも

とで，高等学校での地理履修者数の減少も，自然災害や防災（減災）教育の機会が減る要因とな

っている。 

4．防災・減災に関する地理教育の課題―まとめにかえて― 

自然災害の発生自体は止められないが，それによる被害は最小限にくい止めることは可能であ

る。災害について単に恐れるだけではなく科学的に見る目を養い，そこから得た知識や情報を自

分の生活に生かし，防災（減災）に役立てるような対応力や行動力を身に付けなくてはならない。 
私たちにとって，いまや防災・減災は常に意識して生活しなければならないことである。 
防災教育は，学校と地域社会および家庭の間をつなぎ，人間と自然をつなぎ，異なる学問分野

の間をつなぎ，理論と実践をつなぎ，時を経て地域固有の知識と伝承力とをつなぐ，過程を土台

とした手法であり，防災教育は終わりなく続く取り組みである（ショウ ラジブほか，2013）。 
これまでみてきたように，現行の学習指導要領下で，児童・生徒の発達段階に応じて，地理教

育が自然災害や防災が，小学校から高等学校まで一貫した学習になっているとは言い難い。防災

教育によって，人々の自助（自己の安全確保）＞共助（地域住民の助け合い，安全確保）＞公助

（国や自治体が行う防災・減災）の行動様式を確立することが重要である（溝口，2011）。 
地理教育としては，災害発生のメカニズムや災害が起きる地理的条件についての基礎的知識と，

災害を予知する能力の育成に関わる内容の整理が必要と考えられる（牛山，2012；岩田・山脇，

2013）。また，災害の状況と被災地域の特性，復旧・復興や防災への取り組みについて，知識と

実践の両方が必要である（鈴木，2007）。今後は自治体の防災教育指導の手引や副読本も分析・

考察したい。そして，今後の学校教育における防災教育の位置づけや教育内容と方法，さらに取

り組む姿勢はどうあるべきかを，学校教育実践者と地理学研究者が連携できる方法・内容を検討

していきたい。 
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