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平成 26 年度 活動報告 

 

 

教育部門 

 

 

１．シンポジウム【主催】 
 
(1) 鹿児島大学シンポジウム「島嶼災害の特徴と防災」 
主催 国際島嶼教育研究センター・地域防災教育研究センター  
開催日 平成 27 年 1 月 31 日（土） 
会場 鹿児島大学共通教育棟（鹿児島市） 
参加者 90 名以上。 
趣旨 
 災害県鹿児島は日本屈指の島嶼県でもある。島々は南北 600Km にも広がり，離島総面積

は，本島を含む沖縄県よりも大きい。台風被害も，強い勢力のまま上陸するため，激甚に

なる。火山被害も数多の島々で，国際級の被害史を経験している。津波被害・原発被害・

暴風雨被害・地滑り被害・豪雨被害等に島独自の被害傾向・特徴・懸念がある。それは避

難訓練・復旧復興策にも通じる。島嶼防災でも，島事情から来る諸問題が山積している。

通常の対策以上に何を準備し，万全を期したらよいのか，現場である島側の経験も踏まえ

て，学際的に議論したい。会場からの積極的発言にも期待したい。 
プログラム 
開会挨拶 浅野敏之（鹿児島大学地域防災教育研究センター長） 
総合司会 佐藤宏之（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター） 
基調講演 
小林哲夫（鹿児島大学理学部）「島嶼の自然災害（火山等）と防災を考える」 
シンポジウム・島嶼災害の特徴と防災 
麓 憲吾（特定非営利活動法人ディ！）「災害時のコミュニティＦＭの役割」 
岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター）「島嶼の自然と津波防災―奄美型の避難

計画を考える」 
大岩根尚（三島村ジオパーク）「三島村硫黄島:火山の恵みと防災」 
長嶋俊介（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター）「島嶼災害の特徴多様性と地域社会」 
総合討論  司会：升屋正人（鹿児島大学学術情報基盤センター） 
閉会挨拶 河合 渓（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター長） 
※このシンポジウムの詳細については，下記の「参考文献・HP」をご覧下さい。 
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＜参考文献・HP＞ 
・小林哲夫他 4 名 2015．鹿児島大学シンポジウム「島嶼災害の特徴と防災」報告．『島嶼

研だより』 69：4-5． 
・鹿児島大学国際島嶼教育研究センターHP．「島嶼災害の特徴と防災」 
http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/kenkyukai/symposium/2014/20150131symposium.html 
・鹿児島大学国際島嶼教育研究センターHP．「Characteristics and Prevention of Disasters 
on Islands」 
http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/kenkyukai/symposium/2014/20150131symposiumENG.htm
l 
 

  
写真１ 台風後に与論島で建設の仮設住宅   写真２ 喜界島で海岸沿いに立地する集落 

 
(2) 鹿児島大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム「奄美での津波避難を考える－最先端

の防災科学と学校での防災教育－」 
主催 地域防災教育研究センター・奄美市教育委員会 
共催 奄美市，鹿児島地方気象台・名瀬測候所 
後援 鹿児島県教育庁，NHK 鹿児島放送局，MBC 南日本放送，KTS 鹿児島テレビ放送，

KKB 鹿児島放送，KYT 鹿児島読売テレビ，奄美テレビ，南日本新聞社，奄美新聞社

南海日日新聞社 
開催日 平成 27 年 2 月 8 日（日） 
会場  奄美文化センター（奄美市） 
参加者 108 名 
趣旨 
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では，「想定外」の巨大な津波が押し寄せ，岩手

県・宮城県・福島県などの沿岸地域に人的・物的に甚大な被害をもたらした。学校教育の

現場では，全校児童 108 人の七割に当たる 74 人が死亡・行方不明となった「石巻市立大川

小学校での悲劇」が繰り返されてはならない教訓とされ，岩手県釜石市内小中学校の全児
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＜参考文献・HP＞ 
・小林哲夫他 4 名 2015．鹿児島大学シンポジウム「島嶼災害の特徴と防災」報告．『島嶼

研だより』 69：4-5． 
・鹿児島大学国際島嶼教育研究センターHP．「島嶼災害の特徴と防災」 
http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/kenkyukai/symposium/2014/20150131symposium.html 
・鹿児島大学国際島嶼教育研究センターHP．「Characteristics and Prevention of Disasters 
on Islands」 
http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/kenkyukai/symposium/2014/20150131symposiumENG.htm
l 
 

  
写真１ 台風後に与論島で建設の仮設住宅   写真２ 喜界島で海岸沿いに立地する集落 

 
(2) 鹿児島大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム「奄美での津波避難を考える－最先端

の防災科学と学校での防災教育－」 
主催 地域防災教育研究センター・奄美市教育委員会 
共催 奄美市，鹿児島地方気象台・名瀬測候所 
後援 鹿児島県教育庁，NHK 鹿児島放送局，MBC 南日本放送，KTS 鹿児島テレビ放送，

KKB 鹿児島放送，KYT 鹿児島読売テレビ，奄美テレビ，南日本新聞社，奄美新聞社

南海日日新聞社 
開催日 平成 27 年 2 月 8 日（日） 
会場  奄美文化センター（奄美市） 
参加者 108 名 
趣旨 
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では，「想定外」の巨大な津波が押し寄せ，岩手

県・宮城県・福島県などの沿岸地域に人的・物的に甚大な被害をもたらした。学校教育の

現場では，全校児童 108 人の七割に当たる 74 人が死亡・行方不明となった「石巻市立大川

小学校での悲劇」が繰り返されてはならない教訓とされ，岩手県釜石市内小中学校の全児

童・生徒の 99.8％が生存できた「釜石の奇跡」が注目され，日本沿岸各地の学校現場で津

波防災教育が強化されることとなった。 
このような中で，内閣府は，平成 26 年 9 月 22 日から「避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル作成ガイドライン」を正式に運用し始めた。この中では，これまでの「避難」に関する

考え方をあらためて整理し，従来の避難所へ避難する「立ち退き避難」だけでなく，家屋

内に留まって安全を確保する「屋内安全確保」も「避難行動」の一つとした。避難の概念

が大きく変化し，「高台への即時的な避難」など，一律な避難行動のみが推奨されなくなり，

津波で浸水が迫る状況下でも「命を守る避難行動」を市民一人一人が選択できることが求

められるようになった。 
急峻な山地に囲まれかつ海に面した低地が居住域の大半を占める奄美大島でも，島民のす

べてが津波に対して「適切に」避難できる能力を獲得する必要がある。特に，地域の宝で

ある子どもを預かる教育現場では，学校や地区の実情に合わせた避難計画などの立案や児

童・生徒の「自ら考えて避難できるチカラ」の積極的な育成が求められている。 
本シンポジウムでは，前半で奄美大島での津波に係わる最先端の研究を鹿児島大学の教員 2
名に紹介してもらい，まずは津波に関する「知識」を深めて頂く。そして後半では，鹿児

島県教育庁および奄美市教育委員会で推進している「実践的防災教育総合支援事業」に関

連して，防災アドバイザーを務める鹿児島地方気象台および鹿児島大学地域防災教育研究

センターから緊急地震速報や避難行動のポイントの解説を受け，事業推進校の小湊小学校

および大川小中学校から「防災教育実践」の実際について報告してもらう。そしてこの後，

発表者および奄美市危機管理担当者を交えて 7 名のパネルディスカッションを行い，会場

からの意見等も受けつつ「奄美での津波災害」への課題と対処法を議論する。 
プログラム 
開会挨拶 浅野 敏之（鹿児島大学地域防災教育研究センター長）  
来賓挨拶 朝山 毅（奄美市長） 
総合司会  地頭薗 隆（鹿児島大学農学部） 
講話 
後藤和彦（鹿児島大学理工学研究科）奄美大島近海での地震と津波 
井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科） 津波堆積物から分かる過去の津波の履歴 
緒方 誠 （鹿児島地方気象台防災業務課）緊急地震速報及び津波警報等について 
岩船 昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター）津波からの避難行動 
報告 
外戸口 浩春（小湊小学校）小湊小学校での防災教育実践 
田中 浩（大川小中学校）大川小中学校での防災教育実践 
パネルディスカッション 
司会：岩船 昌起（地域防災教育研究センター） 
パネラー：後藤 和彦（鹿児島大学理工学研究科） 
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     井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科） 
     緒方 誠（鹿児島地方気象台） 
     外戸口 浩春（小湊小学校） 
     田中 浩（大川小中学校） 
     森山 直樹（奄美市総務課） 
     満枝 賢治（鹿児島県教育庁） 
閉会挨拶 要田 憲雄（奄美市教育長） 
※このシンポジウムの詳細については，本報告書掲載の以下の別稿を参考にしてください。 
＜参考文献＞ 
・岩船昌起 2015．鹿児島県沿岸諸地域における津波避難計画の策定支援と地域住民啓発活

動．『平成 26 年度国立大学法人運営費交付金特別経費（プロジェクト分）-地域貢献機能の

充実-「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書』

149‐156 
 

  
写真３ 浅野センター長と朝山市長の挨拶   写真４ 急峻な山地に囲まれた名瀬市街地    
 

  
写真５ 満潮時に潮が新川沿いに遡る      写真６ 島嶼地域でも高齢者が多い 
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     井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科） 
     緒方 誠（鹿児島地方気象台） 
     外戸口 浩春（小湊小学校） 
     田中 浩（大川小中学校） 
     森山 直樹（奄美市総務課） 
     満枝 賢治（鹿児島県教育庁） 
閉会挨拶 要田 憲雄（奄美市教育長） 
※このシンポジウムの詳細については，本報告書掲載の以下の別稿を参考にしてください。 
＜参考文献＞ 
・岩船昌起 2015．鹿児島県沿岸諸地域における津波避難計画の策定支援と地域住民啓発活

動．『平成 26 年度国立大学法人運営費交付金特別経費（プロジェクト分）-地域貢献機能の

充実-「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書』

149‐156 
 

  
写真３ 浅野センター長と朝山市長の挨拶   写真４ 急峻な山地に囲まれた名瀬市街地    
 

  
写真５ 満潮時に潮が新川沿いに遡る      写真６ 島嶼地域でも高齢者が多い 

 

２．シンポジウム【共催】 
 
(1) 被災地再建研究グループ 第２回公開シンポジウム（東北地理学会 2014 年度 第１回研

究集会）「山田での東日本大震災を検証する」 
主催：日本地理学会被災地再建研究グループ，東北地理学会 
共催：山田町，トヨタ財団，鹿児島大学地域防災教育研究センター 
後援：山田町教育委員会，山田町社会福祉協議会，山田町商工会，山田町観光協会，三陸

やまだ漁業協同組合，船越湾漁業協同組合, 東北都市学会, 東北大学大学院経済学研究科震

災復興研究センター 
開催日 平成 26 年 9 月 13 日（土） 
会場  山田町中央公民館（岩手県山田町） 
オーガナイザー：岩船昌起（鹿児島大学）・岩間信之（茨城キリスト教大学） 
参加者約 50 名 
プログラム 
第一部 山田町中心地での津波災害を検証する  
司会：田村俊和（東北大学名誉教授） 
佐藤信逸（山田町長）：挨拶 
田村俊和（日本地理学会被災地再建研究グループ 代表代行）：挨拶 
島田周平（東北地理学会 会長）：挨拶 
岩船昌起（鹿児島大）：趣旨説明 
岩船昌起（鹿児島大）：山田町中心街での津波の動き－映像と浸水データ 
田中耕市（茨城大）：山田町での「避難しやすさ」を GIS から分析する 
総合討論 山田町での津波避難計画を考える 
まとめ 岩船昌起（鹿児島大） 
第二部 被災者の生活から「まちづくり」を考える  
司会：増田 聡（東北大学） 
大野 満 （トヨタ財団 事務局長）：挨拶 
岩間信之（茨城キリスト教大）：趣旨説明 
駒木伸比古（愛知大）・佐々木 緑（広島修道大）・岩間信之（茨城キリスト教大）・浅川達

人（明治学院大）・田中耕市（茨城大）：岩手県山田町での商業機能の復興プロセスと郊外

化の現状・課題 
岩間信之（茨城キリスト教大），浅川達人（明治学院大），田中耕市（茨城大），佐々木緑（広

島修道大），駒木伸比古（愛知大）：岩手県山田町での仮設住宅団地および災害公営住宅の

買い物環境 
岩船昌起（鹿児島大）・高橋信人（宮城大）・関根良平（東北大）・松本宏明・石井佳世・白

井祐浩（志大）：被災者の行動と生活環境を考慮したまちづくり 
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総合討論 
司会：増田 総（東北大）・岩船昌起（鹿児島大） 
コメント：岩動志乃夫（東北学院大） 
池谷和信（国立民族学博物館） 
佐々木 緑（広島修道大） 
江川暁夫（桃山学院大） 
まとめ：岩間信之（茨城キリスト教大） 
 

  
写真７ 山田町職員には様々にご配慮頂く   写真８ 地理学以外の研究者も多く参加 

 
(2) 被災地再建研究グループ 第２回公開シンポジウム（東北地理学会 2014 年度 第１回研

究集会）「大槌での東日本大震災を検証する」 
主催 日本地理学会「被災地再建研究グループ」・東北地理学 
共催 岩手県大槌町・トヨタ財団・鹿児島大学地域防災教育研究センター 
後援：大槌町教育委員会，大槌町社会福祉協議会，大槌商工会，大槌町観光物産協会，新

おおつち漁業協同組合，東北都市学会，東北大学大学院経済学研究科震災復興研究センタ

ー 
開催日 平成 26 年 9 月 14 日（日） 
会場  大槌町中央公民館（岩手県大槌町） 
オーガナイザー： 岩船昌起（鹿児島大）・浅川達人（明治学院大）・岩間信之（茨城キリス

ト教大）・池谷和信（国立民族学博物館） 
参加者：約 50 名 
プログラム 
第一部 大槌町での津波対策を考える  
司会：島津 弘（立正大） 
碇川 豊 （大槌町長）：挨拶 ※代読 
田村俊和（日本地理学会被災地再建研究グループ 代表代行）：挨拶 
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総合討論 
司会：増田 総（東北大）・岩船昌起（鹿児島大） 
コメント：岩動志乃夫（東北学院大） 
池谷和信（国立民族学博物館） 
佐々木 緑（広島修道大） 
江川暁夫（桃山学院大） 
まとめ：岩間信之（茨城キリスト教大） 
 

  
写真７ 山田町職員には様々にご配慮頂く   写真８ 地理学以外の研究者も多く参加 

 
(2) 被災地再建研究グループ 第２回公開シンポジウム（東北地理学会 2014 年度 第１回研

究集会）「大槌での東日本大震災を検証する」 
主催 日本地理学会「被災地再建研究グループ」・東北地理学 
共催 岩手県大槌町・トヨタ財団・鹿児島大学地域防災教育研究センター 
後援：大槌町教育委員会，大槌町社会福祉協議会，大槌商工会，大槌町観光物産協会，新

おおつち漁業協同組合，東北都市学会，東北大学大学院経済学研究科震災復興研究センタ

ー 
開催日 平成 26 年 9 月 14 日（日） 
会場  大槌町中央公民館（岩手県大槌町） 
オーガナイザー： 岩船昌起（鹿児島大）・浅川達人（明治学院大）・岩間信之（茨城キリス

ト教大）・池谷和信（国立民族学博物館） 
参加者：約 50 名 
プログラム 
第一部 大槌町での津波対策を考える  
司会：島津 弘（立正大） 
碇川 豊 （大槌町長）：挨拶 ※代読 
田村俊和（日本地理学会被災地再建研究グループ 代表代行）：挨拶 

島田周平（東北地理学会 会長）：挨拶 
岩船昌起（鹿児島大）：趣旨説明 
吉川忠寛（防災都市計画研究所）：大槌町における津波避難の教訓 
岩船昌起（鹿児島大）：市街地での津波の動き－映像と浸水データ 
田中耕市（茨城大）：大槌町での「避難しやすさ」を GIS から分析する 
総合討論 大槌町での津波避難計画を考える 
まとめ 岩船昌起（鹿児島大） 
第二部 被災者の生活再建と「こころのやすらぎ」と健康を考える  
司会：岩間信之（茨城キリスト教大） 
大野 満 （トヨタ財団 事務局長）：挨拶 
岩船昌起（鹿児島大）：趣旨説明 
浅川達人（明治学院大）：大槌町吉里吉里地区での復旧・復興プロセス 
池谷和信（国立民族学博物館）：大槌町での民俗芸能と地域復興 
大水敏弘（大槌副町長）：大槌町の復興まちづくり 
岩船昌起（鹿児島大）・高橋信人（宮城大）・関根良平（東北大）・松本宏明・石井佳世・白

井祐浩（志大）：被災者の行動と生活環境を考慮したまちづくり 
総合討論 
司会：岩間信之（茨城キリスト教大）・岩船昌起（鹿児島大） 
コメント：麦倉 哲（岩手大） 
森 直子（NIRA） 
増田 聡（東北大） 
まとめ： 岩船昌起（鹿児島大） 
 
※ シンポジウムの後には山田町および大槌町でも懇親会が実施され，大槌町でのシンポジ

ウムの翌日には山田町および大槌町の被災地区等を訪れる巡検が実施された。巡検への参

加者は，25 名であった。今年度は実施できなかった「東日本大震災被災地研修」について

は，教育部門として来年度に復活させたい意向です。 
※「山田での東日本大震災を検証する」および「大槌での東日本大震災を検証する」の両

シンポジウムについては，下記の参考文献および HP を参照してください。 
 
＜参考文献・HP＞ 
・岩船昌起・岩間信之他 18 名 2015．2014 年度第 1 回研究集会公開シンポジウム「山田で

の東日本大震災を検証する」要旨．『季刊地理学』66(3）：205-227． 
・トヨタ財団 HP「プロジェクトレポート：被災地再建研究グループによる公開シンポジウ

ム『「東日本大震災」を検証する』が開催されました」 
https://www.toyotafound.or.jp/project/proreport/event/2014-0925-1413-71.html 
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写真９ 大槌町中央公民館でのシンポジウム  写真 10 終了後の懇親会で乾杯の直前 
      （品川区 池田明彦氏 提供）        （品川区 池田明彦氏 提供） 
 

   
写真 11 安渡地区住民からの被災の説明   写真 12 白澤鹿子踊は復興の心の支え 
 

  
写真 13 吉里吉里地区での復興工事の解説  写真 14 震災後再開した山田町のスーパー 
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写真９ 大槌町中央公民館でのシンポジウム  写真 10 終了後の懇親会で乾杯の直前 
      （品川区 池田明彦氏 提供）        （品川区 池田明彦氏 提供） 
 

   
写真 11 安渡地区住民からの被災の説明   写真 12 白澤鹿子踊は復興の心の支え 
 

  
写真 13 吉里吉里地区での復興工事の解説  写真 14 震災後再開した山田町のスーパー 
 
 
 
 

３．学内における防災教育の実施 
 
共通教育で防災に関する科目を提供するとともに，防災士養成等に取り組んでいる。 
 

(1) 共通教育科目４科目の提供 
 
●いのちと地域を守る防災学Ⅰ Disaster mitigation to guard lives and communities I 
 前期毎週講義／2 単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：浅野敏之 他 13 名／メインキーワード：社会問題への理解と実践 
授業概要（目的・内容・方法） 
  鹿児島大学の学生が，自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に，地域

自治体や防災組織が現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し，災害時に

は支援やボランティア活動を担うことのできる態度・志向性を養う。この講義は，後期

の「いのちと地域を守る防災学 II」と対になるものであり，2 つの講義を履修すると防災

士養成研修事業を受講したことに相当し，防災士資格の取得に繋がるよう設計されてい

る。前期科目では，特に災害を知り，それに対する対処・対策を考えることを目的とし

ている。 
学習目標 

いのちと地域を守る防災学を学ぶことにより，共通教育課程の新学習・教育目標であ

る，（1）倫理観に支えられた社会参画意識と社会貢献意欲を持ち，地域に学んでその問

題に継続して果敢に取り組むこと，を修得させる。この学修を通じて，地域防災力の向

上に市民として行動できる人材の育成を目的とする。 
授業計画（15 回に分け，回数，授業内容，自学自習等） 
1．講義の目的/防災士とは/最近の災害事例 （理工学研究科：浅野敏之） 
2．地域防災と地域社会 （法文学部；菱山宏輔） 
3．地形観察から考える防災－地形図判読と野外観察－（法文学部；森脇 広） 
4．土砂災害と対策（農学部；地頭薗 隆） 
5. リスクマネジメントと防災手法 （国際島嶼教育研究センター；長嶋俊介） 
6. 島嶼災害と対策 （国際島嶼教育研究センター；長嶋俊介） 
7．津波のしくみと対策（理工学研究科；柿沼太郎） 
8．火山噴火のしくみと被害 （理工学研究科；小林哲夫） 
9．鹿児島の自然災害史 （理工学研究科；井村隆介） 
10．風水害と対策（理工学研究科；安達貴浩） 
11. 耐震診断と補強 （理工学研究科；澤田樹一郎） 
12. 中山間地域における地盤災害と農地復旧対策（農学部；平 瑞樹） 
13. 福島に学ぶ－放射線災害と情報伝達（自然科学教育研究支援センター；福徳康雄） 
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14. 学校教育における防災教育の実情と課題（教育学部；黒光貴峰） 
15. 避難所運営と仮設住宅の暮らし（地域防災教育研究センター；岩船昌起） 

  
写真 15 共通教育棟４号館４２１教室①  写真 16  共通教育棟４号館４２１教室② 

 
●いのちと地域を守る防災学 II Disaster mitigation to guard lives and communities II 
 後期毎週講義／2 単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起 他 14 名／メインキーワード：社会問題への理解と実践 
授業概要（目的・内容・方法） 

鹿児島大学の学生が，自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に，地域

自治体や防災関係機関が現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し，災害

時には支援やボランティア活動を担うことのできる態度や志向性を養う。この講義は，

前期の「いのちと地域を守る防災学 I」と対になるものであり，2 つの講義を履修すると

防災士養成研修事業を受講したことに相当し，防災士資格の取得に繋がるよう設計され

ている。後期科目では，特に，鹿児島市消防局，鹿児島地方気象台，県危機管理課，県

原子力安全対策課からの授業を用意しており，行政の防災関係機関の現場対応など知る

だけでなく，防災グループ演習を通じて「災害への対応行動」をシミュレーションして

災害時における実践的な学修を目指す。 
学習目標 

いのちと地域を守る防災学を学ぶことにより，共通教育課程の新学習・教育目標であ

る，（1）倫理観に支えられた社会参画意識と社会貢献意欲を持ち，地域に学んでその問

題に継続して果敢に取り組むこと，を修得させる。この学修を通じて，地域防災力の向

上に市民として行動できる人材の育成を目的とする。 
授業計画（１５回に分け，回数，授業内容，自学自習等） 
1． 防災と防犯からみる地域のセキュリティ （法文学部；菱山宏輔） 
2． 学校教育における防災対策のあり方－安全安心な幼稚園づくりを目指して－（教育学

部；生見 朗） 
3． トラウマの理解と心理的ケア I （教育学部；関山 徹） 
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14. 学校教育における防災教育の実情と課題（教育学部；黒光貴峰） 
15. 避難所運営と仮設住宅の暮らし（地域防災教育研究センター；岩船昌起） 

  
写真 15 共通教育棟４号館４２１教室①  写真 16  共通教育棟４号館４２１教室② 

 
●いのちと地域を守る防災学 II Disaster mitigation to guard lives and communities II 
 後期毎週講義／2 単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起 他 14 名／メインキーワード：社会問題への理解と実践 
授業概要（目的・内容・方法） 

鹿児島大学の学生が，自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に，地域

自治体や防災関係機関が現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し，災害

時には支援やボランティア活動を担うことのできる態度や志向性を養う。この講義は，

前期の「いのちと地域を守る防災学 I」と対になるものであり，2 つの講義を履修すると

防災士養成研修事業を受講したことに相当し，防災士資格の取得に繋がるよう設計され

ている。後期科目では，特に，鹿児島市消防局，鹿児島地方気象台，県危機管理課，県

原子力安全対策課からの授業を用意しており，行政の防災関係機関の現場対応など知る

だけでなく，防災グループ演習を通じて「災害への対応行動」をシミュレーションして

災害時における実践的な学修を目指す。 
学習目標 

いのちと地域を守る防災学を学ぶことにより，共通教育課程の新学習・教育目標であ

る，（1）倫理観に支えられた社会参画意識と社会貢献意欲を持ち，地域に学んでその問

題に継続して果敢に取り組むこと，を修得させる。この学修を通じて，地域防災力の向

上に市民として行動できる人材の育成を目的とする。 
授業計画（１５回に分け，回数，授業内容，自学自習等） 
1． 防災と防犯からみる地域のセキュリティ （法文学部；菱山宏輔） 
2． 学校教育における防災対策のあり方－安全安心な幼稚園づくりを目指して－（教育学

部；生見 朗） 
3． トラウマの理解と心理的ケア I （教育学部；関山 徹） 

4． トラウマの理解と心理的ケア II （教育学部；関山 徹） 
5． ハザードマップ （理工学研究科；井村隆介） 
6． 火災と防火対策 （鹿児島市消防局；斎藤栄次）  
7． 鹿児島県の災害と危機管理（鹿児島県庁 危機管理防災課；杢田 昇） 
8． 自然災害に対する行政の危険防止責任（法文学部；森尾成之）  
9． 気象災害の監視と予測 （地域防災教育研究センター；眞木雅之） 
10. 大規模災害と情報通信 I （学術情報基盤センター；升屋正人） 
11. 大規模災害と情報通信 II（学術情報基盤センター；升屋正人） 
12. 火山の監視と防災情報 （鹿児島地方気象台；山里 平） 
13. 鹿児島県の原子力防災対策 （鹿児島県庁 原子力安全対策課；冨吉宏治） 
14. 防災グループ演習 I   （地域防災教育研究センター；岩船昌起，理工学研究科； 

柿沼太郎，教育学部；黒光貴峰） 
15. 防災グループ演習 II  （地域防災教育研究センター；岩船昌起，理工学研究科； 

柿沼太郎，教育学部：黒光貴峰） 

  
写真 17  県危機管理防災課の杢田 昇 氏    写真 18  県原子力安全対策課の冨吉宏治氏 

 

  
写真 19  鹿児島地方気象台の山里 平 氏    写真 20 鹿児島市消防局の斎藤栄次氏 

       （鹿児島地方気象台 提供）              （鹿児島市消防局 提供） 
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●かごしま教養プログラム 
Kagoshima Liberal Arts Program: Developing Critical Skills for Thinking about the 
Future of Kagoshima 
前期集中講義／2 単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象 
担当教員：飯干 明 他 5 名／社会問題への理解と実践・自己の確立 

授業概要（目的・内容・方法） 
この講義では，鹿児島県内のすべての大学等が伝統を活かして開発してきた，鹿児島

を素材にした授業を持ち寄り，「グローカルな視点から見たかごしま再発見」というテー

マに基づき，リベラルアーツ教育を行います。3 つのクラスに分かれての 3 日間の夏季集

中授業で，講義とグループ学習を行います。学生間でよく話し合い，切磋琢磨しながら

学習し、グループテーマについて取りまとめと発表を行います。地域防災教育研究セン

ターでは，クラス１を運営しました。 
学習目標 

(1)講義で提示される鹿児島独自の文化，自然，社会，産業などのテーマについて，内容

をよく理解し，自分の考えに従って問題点を正しく整理できる。 
(2)グループ学習により，テーマに関連する問題を独自の視点で討論を行い，グループと

しての考えと方策などを具体的にまとめ上げ，それを適切に発表できる。 
(3)テーマに関してグループで検討し得られた結論等について，受講生全員がそれぞれレ

ポートにまとめて提出する。 
担当大学・学生数等 
 クラス 1（鹿児島大学担当）：40 名  ※地域防災教育研究センターで運営 
クラス 2（志學館大学担当）：26 名 
クラス 3（志學館大学・鹿児島大学担当）：28 名 

クラス１の概要 
テーマ：地域－自然環境の地域性を踏まえて，防災にかかわる人間関係やまちづくりを

考える 
実施日：2014 年 8 月 20 日（水）～22 日（金） 
担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・ 

飯干 明 （鹿児島大学教育学部教授） 
対象学生：1 年生を中心とした学生 31 名（40 名登録） 
参加校：鹿児島大学 8 名・鹿児島工業高等専門学校 15 名・鹿児島県立大学 5 名・志學館

大学 3 名 
日程：下記の通り。 
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●かごしま教養プログラム 
Kagoshima Liberal Arts Program: Developing Critical Skills for Thinking about the 
Future of Kagoshima 
前期集中講義／2 単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象 
担当教員：飯干 明 他 5 名／社会問題への理解と実践・自己の確立 

授業概要（目的・内容・方法） 
この講義では，鹿児島県内のすべての大学等が伝統を活かして開発してきた，鹿児島

を素材にした授業を持ち寄り，「グローカルな視点から見たかごしま再発見」というテー

マに基づき，リベラルアーツ教育を行います。3 つのクラスに分かれての 3 日間の夏季集

中授業で，講義とグループ学習を行います。学生間でよく話し合い，切磋琢磨しながら

学習し、グループテーマについて取りまとめと発表を行います。地域防災教育研究セン

ターでは，クラス１を運営しました。 
学習目標 

(1)講義で提示される鹿児島独自の文化，自然，社会，産業などのテーマについて，内容

をよく理解し，自分の考えに従って問題点を正しく整理できる。 
(2)グループ学習により，テーマに関連する問題を独自の視点で討論を行い，グループと

しての考えと方策などを具体的にまとめ上げ，それを適切に発表できる。 
(3)テーマに関してグループで検討し得られた結論等について，受講生全員がそれぞれレ

ポートにまとめて提出する。 
担当大学・学生数等 
 クラス 1（鹿児島大学担当）：40 名  ※地域防災教育研究センターで運営 
クラス 2（志學館大学担当）：26 名 
クラス 3（志學館大学・鹿児島大学担当）：28 名 

クラス１の概要 
テーマ：地域－自然環境の地域性を踏まえて，防災にかかわる人間関係やまちづくりを

考える 
実施日：2014 年 8 月 20 日（水）～22 日（金） 
担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・ 

飯干 明 （鹿児島大学教育学部教授） 
対象学生：1 年生を中心とした学生 31 名（40 名登録） 
参加校：鹿児島大学 8 名・鹿児島工業高等専門学校 15 名・鹿児島県立大学 5 名・志學館

大学 3 名 
日程：下記の通り。 

 
 

月日 開始 終了 所要時間 内容 場所 備考

8:40 集合

8:50 9:20 0:30 全体オリエンテーション

9:20 9:50 0:30 クラス別テーマと調査内容の説明

9:50 10:00 　 休憩

10:00 12:00 2:00 クラス別・グループ別の打ち合せ 　

12:00 12:50  昼休み

12:50 14:20 1:30
講義Ⅰ：鹿児島大学　岩船　昌起先生
鹿児島県の防災を考える－東日本大
震災を教訓として－

共通教育棟
2号館1階 211号教室

14:20 14:30 休憩

14:30 16:00 1:30 クラス別・調査活動
図書館
学術情報基盤センター

16:00 16:10 休憩

16:10 17:40 1:30 パソコン検索等 学術情報基盤センター

17:40 １日目終了

7:30

8:40 集合

8:50 10:20 1:30
講義Ⅱ：鹿児島工業高等専門学校
町 泰樹先生

共通教育棟
2号館1階 211号教室

10:20 10:30 休憩

10:30 12:00 1:30
講義Ⅲ：鹿児島市社会福祉協議会
汾陽　ゆり子先生

共通教育棟
2号館1階 211号教室

12:00 12:50 昼食

12:50 14:20 1:30 グループ学習

14:20 14:30 休憩

14:30 16:00 1:30 グループ学習

16:00 16:10 休憩

16:10 17:40 1:30 グループ学習

17:40 ２日目終了

7:30

8:40 集合

8:50 10:20 1:30 グループ学習・発表準備

10:20 10:30 休憩

10:30 12:00 1:30 グループ学習・発表準備

12:00 12:50 昼食

12:50 14:20 1:30 グループ学習・発表準備

14:20 14:30 休憩

14:30 16:00 1:30 グループ学習・発表準備

16:00 16:10 休憩

16:10 17:40 1:30 グループ別発表会・総評
フィールドスクールの
説明

17:40 17:55 0:15 修了式
共通教育棟
2号館1階 211号教室

7:45

22:45

H26.8.20 水

共通教育棟
2号館1階 211号教室

小計

H26.8.21 木

小計

合計

H26.8.22 金

小計
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●かごしまフィールドスクール 
Kagoshima Field School: Volunteer Activities in Kagoshima 
前期集中講義／2 単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象 
担当教員：飯干 明 他 6 名／社会問題への理解と実践／自己の確立 

授業概要（目的・内容・方法） 
地場産業，農業，商業，文化，観光，環境，暮らし，防災などに関する地域や施設な

どを学習の場とし，そこに内在する特徴や課題について実践的に学習して，課題を解決

する方策について考察し，若者のグローバルな視点でそれらを発展させる方策などにつ

いて考えます。このような活動を通して，鹿児島の本質と問題点を理解し，国際社会の

中での鹿児島の個性化・活性化を考える「グローカルな素養」を身につけるとともに，

自己開発の能力を身につけます。具体的には，実践的な学びの場において体験的な学習

能力を向上し，考察・討論・発表を通した理解力と問題解決能力の修得を促進するとと

もに，発表後の意見交換を加味して本授業全体を通した総合的な成果を文書化すること

により，日本語コミュニケーション能力の向上を図ります。なお，地域防災教育研究セ

ンターでは，フィールド１を運営した。 
学習目標 

(1)指定地域内の調査地区の実地視察や関係者との交流を通して，同地区の住民生活，商

業活動，文化活動等の特徴を把握し，選択したテーマに関する独自の問題を調査。 
(2)同地区等のさらなる活性化のために，今後どのような展望が望ましいか，どのような

可能性があるか等の視点でテーマを考え，グループ討論により改善策等を具体的に討

論しその成果を発表。 
(3)実地調査，討論，発表を通して得られた成果を総合的にとりまとめたレポートを作成。 
テーマ別に編成されたグループにおいて，これら三つの学習目標を達成する。 

担当大学・学生数等 
 フィールド 1（鹿児島大学担当）：30 名 ※地域防災教育研究センターで運営 
フィールド 2（志學館大学担当）：16 名 
フィールド 3（志學館大学・鹿児島大学担当）：12 名 

フィールド１の概要 
テーマ：霧島山麓の救急救命と防災を考える 
目標：フィールドワークを通じて霧島山麓の自然環境と地域社会を知り，これに応じた

救急救命と防災のあり方を消防職員も交えて議論する。 
実施日：2014 年 8 月 25 日（月）～27 日（水） 
担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・ 

小林善仁（鹿児島大学法文学部准教授）・南 直子（法文学部助手） 
対象学生：1 年生を中心とした学生 27 名（30 名登録） 
参加校：鹿児島大学 8 名・鹿児島工業高等専門学校 12 名・鹿児島県立大学 5 名・志學館
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●かごしまフィールドスクール 
Kagoshima Field School: Volunteer Activities in Kagoshima 
前期集中講義／2 単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象 
担当教員：飯干 明 他 6 名／社会問題への理解と実践／自己の確立 

授業概要（目的・内容・方法） 
地場産業，農業，商業，文化，観光，環境，暮らし，防災などに関する地域や施設な

どを学習の場とし，そこに内在する特徴や課題について実践的に学習して，課題を解決

する方策について考察し，若者のグローバルな視点でそれらを発展させる方策などにつ

いて考えます。このような活動を通して，鹿児島の本質と問題点を理解し，国際社会の

中での鹿児島の個性化・活性化を考える「グローカルな素養」を身につけるとともに，

自己開発の能力を身につけます。具体的には，実践的な学びの場において体験的な学習

能力を向上し，考察・討論・発表を通した理解力と問題解決能力の修得を促進するとと

もに，発表後の意見交換を加味して本授業全体を通した総合的な成果を文書化すること

により，日本語コミュニケーション能力の向上を図ります。なお，地域防災教育研究セ

ンターでは，フィールド１を運営した。 
学習目標 

(1)指定地域内の調査地区の実地視察や関係者との交流を通して，同地区の住民生活，商

業活動，文化活動等の特徴を把握し，選択したテーマに関する独自の問題を調査。 
(2)同地区等のさらなる活性化のために，今後どのような展望が望ましいか，どのような

可能性があるか等の視点でテーマを考え，グループ討論により改善策等を具体的に討

論しその成果を発表。 
(3)実地調査，討論，発表を通して得られた成果を総合的にとりまとめたレポートを作成。 
テーマ別に編成されたグループにおいて，これら三つの学習目標を達成する。 

担当大学・学生数等 
 フィールド 1（鹿児島大学担当）：30 名 ※地域防災教育研究センターで運営 
フィールド 2（志學館大学担当）：16 名 
フィールド 3（志學館大学・鹿児島大学担当）：12 名 

フィールド１の概要 
テーマ：霧島山麓の救急救命と防災を考える 
目標：フィールドワークを通じて霧島山麓の自然環境と地域社会を知り，これに応じた

救急救命と防災のあり方を消防職員も交えて議論する。 
実施日：2014 年 8 月 25 日（月）～27 日（水） 
担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・ 

小林善仁（鹿児島大学法文学部准教授）・南 直子（法文学部助手） 
対象学生：1 年生を中心とした学生 27 名（30 名登録） 
参加校：鹿児島大学 8 名・鹿児島工業高等専門学校 12 名・鹿児島県立大学 5 名・志學館

大学 2 名 
協力機関：霧島市消防局・環境省えびの自然保護官事務所・自然公園財団えびのエコミ

ュージアムセンター・ 
移動手段：鹿児島大学スクールバス（鹿児島市‐霧島市牧園往復，巡検） 
宿泊施設：霧島自然ふれあいセンター 

活動内容 
第１日目（8 月 25 日） 

9:00            鹿児島大学 出発（8:55 鹿児島大学 集合） 
9:00 ～ 10:30   バスで移動（車内でオリエンテーション） 
10:40 ～ 12:00  霧島市消防局（情報司令室および消防車両等見学など） 
12:00 ～ 12:50  昼食（手配を霧島市消防局に依頼） 
12:50 ～ 13:40   バスで移動 → 霧島自然ふれあいセンター  
13:40 ～ 14:10  霧島自然ふれあいセンター着，入所式と荷物入れ 
14:10 ～ 14:30  バスで移動 → 北消防署 
14:30 ～ 17:40  BLS 講習会（心肺蘇生・AED・三角巾法など） 
17:40 ～ 18:00  徒歩で移動 → ふれあいセンター 
18:30 ～ 20:00  夕食・入浴 
20:00 ～ 22:00   講義：松本 晃 氏（環境省えびの自然保護官） 
22:30 ～      解散・就寝 

  
写真 21  霧島市消防局が全面的に協力    写真 22 酸素ボンベを背負い笑顔の学生  
第２日目（8 月 26 日） 

6:30 ～  8:30   起床・身支度・掃除・朝の集い・朝食 
8:30 ～ 10:00   牧園巡検（丸尾温泉街・森林セラピーロードなど） 
10:10 ～ 11:40    指導：坂本謙太郎氏（自然公園財団えびの支部長） 
11:50 ～ 12:50   昼食（お弁当）および調査計画立案（班ごと） 
12:50 ～ 17:30  救急救命・防災の現地調査（班ごと）【牧園地区】 
17:30 ～ 19:30  入浴・夕食 
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19:30 ～ 21:30  調査のまとめ（班ごと） 
22:30 ～      解散・就寝 

第３日目（8 月 27 日） 
6:00 ～  8:30   起床・身支度・清掃・朝の集い・退所式・朝食 
8:30 ～  8:50   徒歩で移動 → 北消防署 
9:00 ～ 12:10   まとめ（班ごと）or 予備調査 
12:10 ～ 13:10  昼食（お弁当） 
13:10 ～ 13:40  発表会と総括（※北消防署員も参加） 
15:30 ～ 17:30   バスで移動 → 鹿児島に到着後 解散 
※ 「かごしま教養プログラム」および「かごしまフィールドスクール」については，大学

地域コンソーシアム鹿児島 HP に掲載される報告書を参照してください。 
＜参考文献・HP＞ 
・岩船昌起 2015．教養プログラムクラス１｢自然環境の地域性を踏まえて防災にかかわる人

間関係やまちづくりを考える｣『大学地域コンソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』 
・岩船昌起 2015．フィールドスクール１「霧島山麓の救急救命と防災を考える」『大学地域

コンソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』 
・大学地域コンソーシアム鹿児島 HP https://www.kagoshima-u.ac.jp/renkei/index.html 
 
(2) 防災士養成の取り組み 
 
●救急救命講習：鹿児島市消防局と連携（前期集中） 
日程：平成 26 年 9 月 27 日（土）13:00～16:00 
場所：鹿児島市消防局 消防総合訓練研修センター（鹿児島市新栄町 22 番 30 号） 
内容：普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生，AED の使用，異物除去，止血など） 
指導：鹿児島市消防局中央消防署甲南分遣隊（救急救命士等 2 名） 

 参加者：学生 12（女 9 名，男 3 名），教員 4 名（男 4 名） 

  
写真 23  消防総合訓練研修センターにて  写真 24  心肺蘇生を行い，AED を準備 
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19:30 ～ 21:30  調査のまとめ（班ごと） 
22:30 ～      解散・就寝 
第３日目（8 月 27 日） 

6:00 ～  8:30   起床・身支度・清掃・朝の集い・退所式・朝食 
8:30 ～  8:50   徒歩で移動 → 北消防署 
9:00 ～ 12:10   まとめ（班ごと）or 予備調査 
12:10 ～ 13:10  昼食（お弁当） 
13:10 ～ 13:40  発表会と総括（※北消防署員も参加） 
15:30 ～ 17:30   バスで移動 → 鹿児島に到着後 解散 
※ 「かごしま教養プログラム」および「かごしまフィールドスクール」については，大学

地域コンソーシアム鹿児島 HP に掲載される報告書を参照してください。 
＜参考文献・HP＞ 
・岩船昌起 2015．教養プログラムクラス１｢自然環境の地域性を踏まえて防災にかかわる人

間関係やまちづくりを考える｣『大学地域コンソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』 
・岩船昌起 2015．フィールドスクール１「霧島山麓の救急救命と防災を考える」『大学地域

コンソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』 
・大学地域コンソーシアム鹿児島 HP https://www.kagoshima-u.ac.jp/renkei/index.html 
 
(2) 防災士養成の取り組み 
 
●救急救命講習：鹿児島市消防局と連携（前期集中） 
日程：平成 26 年 9 月 27 日（土）13:00～16:00 
場所：鹿児島市消防局 消防総合訓練研修センター（鹿児島市新栄町 22 番 30 号） 
内容：普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生，AED の使用，異物除去，止血など） 
指導：鹿児島市消防局中央消防署甲南分遣隊（救急救命士等 2 名） 

 参加者：学生 12（女 9 名，男 3 名），教員 4 名（男 4 名） 

  
写真 23  消防総合訓練研修センターにて  写真 24  心肺蘇生を行い，AED を準備 

●救急救命講習：日本赤十字社鹿児島県支部と連携（後期集中） 
日程：平成 27 年 1 月 11 日（日）9:00～16:00 
場所：日本赤十字社鹿児島県支部 赤十字会館（鹿児島市鴨池新町 1 番 5 号） 
内容：救急法基礎講習（心肺蘇生，AED を用いた除細動，気道異物除去など） 
指導：日本赤十字社鹿児島県支部（救急法講師等 3 名） 

 参加者：学生 8 名（女 4 名，男 3 名），教員 1 名（男 1 名） 
 

  
写真 25 赤十字講師と指導員が解説     写真 26 毛布での保温の仕方を知る 

 
●日本防災士機構による防災士資格取得試験１回の実施 
日程：平成 27 年 1 月 28 日（水）11:00～12:00 
場所：鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟４号館 421 教室 
内容：日本防災士機構から試験官 2 名来学して実施。 

 受験者：学生 21 名（女 15 名，男 6 名） ※ 合格者 20 名認証登録申請中 
      教員 4 名（男 4 名） ※ 試験免除制度活用で認証登録中 
 

  
写真 27 日本防災士機構の試験官 2 名     写真 28 試験直前で緊張する学生 
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４．地域との連携による事業の実施 

 
(1) 文部科学省実践的防災教育総合支援事業の支援 
 
鹿児島県の教育・文化・交流を推進する鹿児島県教育委員会では，保健体育・スポーツ

の「学校安全」の枠組みにおいて「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教

育総合支援事業」委託）を実施している（鹿児島県教育委員会 HP）。本センターでは，県・

市町教育委員会からの要請を受けて，平成 24・25 年度に霧島市と志布志市，平成 26 年度

に奄美市と東串良町に専門家を派遣してモデル校で地震・津波・火山噴火・豪雨・山地崩

壊等による災害の解説や警戒避難対応への助言を行っている（表１）。 
 
表１ 鹿児島県「防災教育モデル実践事業」でのモデル校 

 
 
●奄美市 実践的防災教育総合支援事業 
・第１回推進委員会および出前授業等 
  日時：平成 26 年 7 月 15・16 日（火・水）  
  場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校 
【7 月 15 日】 
 第１回推進委員会 10:00～12:00 奄美振興会館第１会議室 
  内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の概要について 
     (2) モデル校からの説明等 
     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等 
     (4) 意見交換等 
 小湊小学校・大川小中学校 校区視察 14:00～15:10  
 小湊小学校・大川小中学校 職員研修 15:30～16:40 ※ 両校それぞれで実施 
  小湊小学校での出前授業 
    岩船昌起（鹿児島大学）「津波からの避難行動」 
     鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」 
  大川小中学校での出前授業 
    地頭薗 隆（鹿児島大学）「土砂災害について」 
     鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」 

霧島市教育委員会 志布志市教育委員会 奄美市教育委員会 東串良町教育委員会

市立大田小学校 市立通山小学校 市立小湊小学校 ■市立柏原小学校

市立霧島中学校 市立有明中学校 市立大川小中学校 ◇市立池之原小学校

県立霧島高等学校 県立志布志高等学校 ◇市立東串良中学校

■：拠点校　◇：連携校

平成２４・２５年度 平成２６年度
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４．地域との連携による事業の実施 

 
(1) 文部科学省実践的防災教育総合支援事業の支援 
 
鹿児島県の教育・文化・交流を推進する鹿児島県教育委員会では，保健体育・スポーツ

の「学校安全」の枠組みにおいて「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教

育総合支援事業」委託）を実施している（鹿児島県教育委員会 HP）。本センターでは，県・

市町教育委員会からの要請を受けて，平成 24・25 年度に霧島市と志布志市，平成 26 年度

に奄美市と東串良町に専門家を派遣してモデル校で地震・津波・火山噴火・豪雨・山地崩

壊等による災害の解説や警戒避難対応への助言を行っている（表１）。 
 
表１ 鹿児島県「防災教育モデル実践事業」でのモデル校 

 
 
●奄美市 実践的防災教育総合支援事業 
・第１回推進委員会および出前授業等 
  日時：平成 26 年 7 月 15・16 日（火・水）  
  場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校 
【7 月 15 日】 
 第１回推進委員会 10:00～12:00 奄美振興会館第１会議室 
  内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の概要について 
     (2) モデル校からの説明等 
     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等 
     (4) 意見交換等 
 小湊小学校・大川小中学校 校区視察 14:00～15:10  
 小湊小学校・大川小中学校 職員研修 15:30～16:40 ※ 両校それぞれで実施 
  小湊小学校での出前授業 
    岩船昌起（鹿児島大学）「津波からの避難行動」 
     鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」 
  大川小中学校での出前授業 
    地頭薗 隆（鹿児島大学）「土砂災害について」 
     鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」 

霧島市教育委員会 志布志市教育委員会 奄美市教育委員会 東串良町教育委員会

市立大田小学校 市立通山小学校 市立小湊小学校 ■市立柏原小学校

市立霧島中学校 市立有明中学校 市立大川小中学校 ◇市立池之原小学校

県立霧島高等学校 県立志布志高等学校 ◇市立東串良中学校

■：拠点校　◇：連携校

平成２４・２５年度 平成２６年度

【7 月 16 日】 
 防災教室 10:00～12:30 ※ 両校それぞれで実施 
  小湊小学校 10:00～12:30 視聴覚室 ※全児童対象 
    岩船昌起（鹿児島大学）「津波からの避難行動」 
     鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」 
  大川小中学校 10:45～12:30 体育館 ※全児童生徒対象 
    地頭薗 隆（鹿児島大学）「土砂災害について」 
     鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」 
  視察および助言・指導 13:30～ 
・第２回推進委員会および出前講義等 
  日時：平成 26 年 11 月 6・7 日（木・金）  
  場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校 
【11 月 6 日】 
 小湊小学校「学級活動（災害安全）」10:55～12:20 体育館 全児童対象 
  井嶋義則（小湊小学校）「津波ってそんなにこわいの 
   ～地震と津波の関係や津波の流れの速さなどから，身を守る方法を学ぶ～」 
  ゲストティーチャー： 岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター） 
             石井良一（株式会社 センチュリー 常務取締役） 
 大川小中学校「地震・津波対応訓練」14:00～14:55 大川小中学校校区 
   14:00 緊急地震速報システムによる放送 
   14:01 全校児童生徒避難開始 
       ※ 避難途中，西田公民館集合の保護者や地域住民呼びかけ， 
        一緒に農道安木屋場線に避難。 
   14:25 避難完了・人員点呼  
   14:30 下山開始  
   14:40 体育館集合・訓練反省・講話等 
      講話：地頭薗 隆（鹿児島大学農学部） 
         岩船昌起（鹿大地域防災教育研究センター） 
   14:55 訓練終了  
 校区内フィールドワーク（小湊小学校・大川小中学校区）15:30～16:30 
【11 月 7 日】 
 知根小学校視察および助言・指導 8:30～9:30 
 第２回推進委員会 10:00～12:00 奄美振興会館第１会議室 
  内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の経過について 
     (2) モデル校からの説明，取り組みの総括等 
     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等 
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     (4) 意見交換等 
 笠利地区沿岸の学校（手花部小学校，屋仁小学校等）視察 13:30～15:00 
・第３回推進委員会および出前講義等 
  日時：平成 27 年 2 月 9・10 日（月・火）  
  場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校 
【2 月 9 日】 
 大川小中学校 出前講義 9:45～10:30 体育館  全児童生徒対象 
    岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター）「津波からの避難行動」 
 小湊小学校「緊急地震速報を活用した避難訓練」11：50～12：35 小湊小学校校区 
   11:50 緊急地震速報システムによる放送 
   11:51 全校児童生徒避難開始 
       ※ 奄美看護福祉専門学校へ避難。 
   12:05 避難完了・人員点呼  
   12:10 下山開始  
   12:20 体育館集合・訓練反省・講評等 
      講評：地頭薗 隆（鹿児島大学農学部）・岩船昌起 
   12:35 訓練終了  
【2 月 10 日】 
 第３回推進委員会 10:00～12:00 奄美振興会館第１会議室 
  内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の経過について 
     (2) モデル校からの説明，取り組みの総括等 
     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等 
     (4) 意見交換，来年度以降の実践について等 
 名瀬地区の学校（名瀬中学校，伊津部小学校）等を視察 13:30～15:00  
 

  
写真 29  指定避難ビルに到着した児童   写真 30 車イス高齢者の避難を助ける生徒 

（2015 年 2 月 9 日 奄美市立小湊小学校）  （2014 年 11 月 6 日 奄美市立大川小中学校） 
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     (4) 意見交換等 
 笠利地区沿岸の学校（手花部小学校，屋仁小学校等）視察 13:30～15:00 
・第３回推進委員会および出前講義等 
  日時：平成 27 年 2 月 9・10 日（月・火）  
  場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校 
【2 月 9 日】 
 大川小中学校 出前講義 9:45～10:30 体育館  全児童生徒対象 
    岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター）「津波からの避難行動」 
 小湊小学校「緊急地震速報を活用した避難訓練」11：50～12：35 小湊小学校校区 
   11:50 緊急地震速報システムによる放送 
   11:51 全校児童生徒避難開始 
       ※ 奄美看護福祉専門学校へ避難。 
   12:05 避難完了・人員点呼  
   12:10 下山開始  
   12:20 体育館集合・訓練反省・講評等 
      講評：地頭薗 隆（鹿児島大学農学部）・岩船昌起 
   12:35 訓練終了  
【2 月 10 日】 
 第３回推進委員会 10:00～12:00 奄美振興会館第１会議室 
  内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の経過について 
     (2) モデル校からの説明，取り組みの総括等 
     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等 
     (4) 意見交換，来年度以降の実践について等 
 名瀬地区の学校（名瀬中学校，伊津部小学校）等を視察 13:30～15:00  
 

  
写真 29  指定避難ビルに到着した児童   写真 30 車イス高齢者の避難を助ける生徒 

（2015 年 2 月 9 日 奄美市立小湊小学校）  （2014 年 11 月 6 日 奄美市立大川小中学校） 

●東串良町 実践的防災教育総合支援事業 
 
・第１回推進委員会および講話 
    日時：平成 26 年 8 月 28 日（木）  
    場所：東串良町役場 3 階会議室 
 第１回推進委員会 13:30～14:50 
  内容：(1) 東串良町実践的防災教育総合支援事業の概要について 
     (2) 鹿児島地方気象台からのアドバイス 
     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センターからのアドバイス 
     (4) 意見交換等 
 講話 15:00～16:40 
    岩船昌起（鹿児島大学）「災害時における避難のあり方」15:00～16:00   
     鹿児島地方気象台「緊急地震速報の仕組みと対応行動」16:10～16:40   
 
・第２回推進委員会および出前授業等 
    日時：平成 26 年 11 月 21 日（金）・26 日（金）・12 月 2 日（火）・4 日（木） 
    場所：東串良町役場 3 階会議室，柏原小学校および東串良中学校 
【11 月 21 日】 
 柏原小学校 出前授業 13:40～14:25 柏原小学校 全児童対象 
     鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」 
 第２回推進委員会 15:30～16:45 東串良町役場 3 階会議室 
    柏原小学校による地震・津波に関する避難訓練計画の提案及び検討等 
    本センター参加者：浅野敏之・井村隆介（鹿児島大学理工学研究科） 
【11 月 26 日】 
 東串良中学校 出前授業 11:50～12:40 東串良中学校  1～3 年生対象 
        鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」 
【12 月 2 日】 
 東串良中学校 出前授業 14:15～15:05 東串良中学校 1～3 年生対象 
    井村隆介（鹿児島大学）「大地震・大津波から生命を守るために取り組むべきこと」 
【12 月 4 日】 
 柏原小学校 13:45～14:45 柏原小学校 全児童対象 
     「緊急地震速報を活用した避難訓練」 
    本センター参加者：西 隆一郎（鹿大水産学部）・井村隆介（鹿大理工学研究科） 
 柏原小学校 出前授業 15:05～15:50 柏原小学校 5･6 年生対象 
    井村隆介（鹿児島大学）「大地震・大津波から生命を守るために取り組むべきこと」 
 防災アドバイザーからの指導・助言 16:00～16:40 柏原小学校 教職員等対象 
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写真 31  校庭から校舎屋上へ津波避難訓練    写真 32  避難完了後の空撮写真 
(2014 年 12 月 4 日 東串良町立柏原小学校)  (2014 年 12 月 4 日 東串良町立柏原小学校) 
      （東串良町教育委員会 提供）         (水産学部 西教授 提供) 
 
・第３回推進委員会および出前授業等 
    日時：平成 27 年 2 月 3 日（火）6 日（金） 
    場所：東串良町役場 3 階会議室，池之原小学校および東串良中学校 
【2 月 3 日】 
 第３回推進委員会 14:30～16:00 東串良町役場 3 階会議室 
  内容：(1) 各学校における取組状況について 
     (2) 今後の計画及び実践の方向性について（来年度の計画を含む） 
     (3) その他 
  本センター参加者：井村隆介・小林励司（鹿児島大学理工学研究科） 
【2 月 6 日】 
 池之原小学校 出前授業 10:40～11:25 池之原小学校 1～3 年生対象 
     鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」 
 池之原小学校 出前授業 11:35～12:20 池之原小学校 4～6 年生対象 
     鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」 
 東串良中学校 14:55～15:40 東串良中学校 1～3 年生対象 
     「緊急地震速報を活用した地震・津波に対する避難訓練」 
    本センター参加者：井村隆介・小林励司（鹿児島大学理工学研究科） 
 池之原小学校 教職員研修 16:05～16:45 教職員対象 
    「学校における防災教育の推進について」 
 
 
 
 



－ 29 －

   
写真 31  校庭から校舎屋上へ津波避難訓練    写真 32  避難完了後の空撮写真 
(2014 年 12 月 4 日 東串良町立柏原小学校)  (2014 年 12 月 4 日 東串良町立柏原小学校) 
      （東串良町教育委員会 提供）         (水産学部 西教授 提供) 
 
・第３回推進委員会および出前授業等 
    日時：平成 27 年 2 月 3 日（火）6 日（金） 
    場所：東串良町役場 3 階会議室，池之原小学校および東串良中学校 
【2 月 3 日】 
 第３回推進委員会 14:30～16:00 東串良町役場 3 階会議室 
  内容：(1) 各学校における取組状況について 
     (2) 今後の計画及び実践の方向性について（来年度の計画を含む） 
     (3) その他 
  本センター参加者：井村隆介・小林励司（鹿児島大学理工学研究科） 
【2 月 6 日】 
 池之原小学校 出前授業 10:40～11:25 池之原小学校 1～3 年生対象 
     鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」 
 池之原小学校 出前授業 11:35～12:20 池之原小学校 4～6 年生対象 
     鹿児島地方気象台「地震・津波についての基礎知識」 
 東串良中学校 14:55～15:40 東串良中学校 1～3 年生対象 
     「緊急地震速報を活用した地震・津波に対する避難訓練」 
    本センター参加者：井村隆介・小林励司（鹿児島大学理工学研究科） 
 池之原小学校 教職員研修 16:05～16:45 教職員対象 
    「学校における防災教育の推進について」 
 
 
 
 

  
写真 33  津波想定で校舎２階へ垂直避難  写真 34  防災教育充実のための教職員研修 

(2015 年 2 月 6 日 東串良町立東串良中学校)  (2015 年 2 月 6 日 東串良町立池之原小学校)  
      （東串良町教育委員会 提供）        （東串良町教育委員会 提供) 
 

  
写真 35  実験で津波発生の仕組みを学ぶ   写真 36  井村准教授による出前授業 

(2015 年 2 月 6 日 東串良町立池之原小学校)  (2014 年 12 月 4 日 東串良町立柏原小学校) 
      （東串良町教育委員会 提供）        （東串良町教育委員会 提供) 
 

文責：岩船昌起 




