
保育防災スペシャリスト
講座

幼児の防災教育



幼児期から防災教育に取り組む意義

 災害の実態をおぼろげにでも理解して、突然の災害にも過度に動揺し

ない知識・心を育む

 適切な保護が受けられるようになるまで、最低限自分の命を守り続け

られる術を学び、危険を回避できるよう状況判断力を育む

（「子どもの命を守るためのハンドブック/（社）土木学会」より）



防災教育を学ぶ前に…

知っておきたい「幼児の特徴」

3～5歳くらいの子どもたちには、どんな特徴があるでしょうか？

幼児の特徴を知ることで、防災教育の質が変わる。



防災教育を行うメリット
防災教育それぞれのメリット



①避難訓練

 毎月行うことで、訓練での行動（おかしも）が、とっさの時にもできるように
なる

 災害を知り、正しい行動を学ぶための最も効果的な防災教育

【ポイント】

◆ 「なぜ避難訓練を行うのか」ということを子どもたちにしっかりと伝える

◆ 災害が怖いものということは伝えても良いが、過度に怖がらせないことも大切

◆ 訓練後には、「今日の訓練は何の訓練だったか」を理解しているか確認する



②絵本や紙芝居

 普段から親しみやすい絵本や紙芝居の読み聞かせは、子どもたちが最も話を聴くこと
ができる

 子どもの年齢に合わせた内容のものを選ぶことができる

 訓練の前後など導入に使用することもおすすめ

【無料ダウンロード可能な防災紙芝居】

◆ 長野市（https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikibousai/477534.html）

◆ 総務省消防庁消防団
（https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/activity/education/bousai/notebo
ok/）

◆ 慶応大学SFC防災社会デザイン研究室（http://www.bosai.sfc.keio.ac.jp/column-
kamishibai）

◆ 仙台管区気象台
（https://www.data.jma.go.jp/sendai/knowledge/kyouiku/kamisibai.html）

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikibousai/477534.html
https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/activity/education/bousai/notebook/
https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/activity/education/bousai/notebook/
http://www.bosai.sfc.keio.ac.jp/column-kamishibai
http://www.bosai.sfc.keio.ac.jp/column-kamishibai
https://www.data.jma.go.jp/sendai/knowledge/kyouiku/kamisibai.html


③非常食の試食訓練

 子どもたちが食べられるもの、おいしいと思うものは何かを検証できる

 手段と違う食べ物に、興味を示す子と抵抗のある子がいるため、訓練でその様

子を観察し、災害時の対策を考える

 作り方が難しいものもあるため、職員たちにとっても良い訓練となる

 作っている場面を見せるのも訓練の一つとなる

試食訓練・炊き出し訓練の事例
◆おやつや給食の時間に非常食を提供する
◆総合訓練の際、炊き出し訓練を行う
（保護者や地元の人も参加して）



④防災ゲーム

 楽しみながら災害についてさまざまな行動等を学ぶことができる

 ゲームだと率先してやりたいと思える

 子どもたちとアイデアを出し合ったり、保育士自身の学びにもなる



⑤防災マップ作り

 子ども達とお散歩をしながら避難場所を知る

 危険個所も探してマップに載せる

【危険個所】

⚫ ブロック塀、石垣のそば

⚫ 自動販売機

⚫ 古い木造住宅の密集地

⚫ 交通量の多い交差点

⚫ 落下物の危険がある建物の下

⚫ 看板が張り出している歩道

⚫ 古いアーケード

⚫ 電柱のそば



防災ゲームいろいろ
幼児が楽しめる防災ゲーム



①防災〇×ゲーム（２歳児から可能）

 〇と×は手で表現しても、〇×カードを使用しても良い

 防災に関するお題をあらかじめ作っておく

（例：地震が来たら走って逃げる、〇か×か）

 問題の内容によって盛り上がりが変わってくる。子どもたちの年齢に合わせた
内容を考えておく

 ×の時には、なぜ×なのかを子どもたちに聞く



【参考】
防災〇×ゲームの問題例

【2～３歳児】

◆ 地震が来たら（揺れたら）、あおむ
しになる！

◆ 地震の時、園庭にいたら、すぐに保
育室に戻る

◆ 火事の時は、すぐにだんごむし！

◆ 大雨の時には2階（3階）に逃げる

【４～５歳児】

◆ 津波（２メートル）より、先生のほ
うが高い（自園の想定に合わせて行
う）

◆ 火事の時は口をハンカチでおさえて
体を低くして逃げる

◆ 地震でもしも閉じ込められたら静か
に待つ

◆ 先生が倒れていたら、すぐに近くの
大人の人を呼ぶ



②ぼうさいまちがいさがし

【特徴】

1. 気付き 考え 実行する

2. 災害時にとる行動の結果までわかる

3. 日常のモノや人から危険の察知ができる

4. 解説書付きで簡単

5. 園で行う防災教育に取込みやすい

6. 園児にも親しみやすい絵

7. 様々なシーン別

8. 繰り返し学べる

9. 大人も学ぶことができる

〔日本赤十字社〕

https://www.jrc.or.jp/volunteer-and-youth/youth/prevention/

https://www.jrc.or.jp/volunteer-and-youth/youth/prevention/
https://www.jrc.or.jp/volunteer-and-youth/youth/prevention/


③ダンス：さるさるサンバ（５歳児におすすめ）

1. サルのポーズ

2. あらいぐまのポーズ

3. ダンゴムシのポーズ

http://www.bosai.sfc.keio.ac.jp/column-dance

３つのポーズを楽しく踊りながら覚えることができる。

後半は、スピードがあり、楽しみながら踊ることができる。

〔慶応義塾大学 防災社会デザイン研究室〕

http://www.bosai.sfc.keio.ac.jp/column-dance


④ぼうさいダック

◆ 防災や日常の危険から身を守ることを学ぶゲーム

◆ 表面には『危険』のイラストが、裏面には取るべきポーズ（動物）が書かれて

いる

◆ 12枚のカードがあるので、低年齢児には災害のみ３～5枚程度にすることで難

しさが軽減される

（災害時のポーズ・・・ダック、チーター、たぬき、台風、洪水）

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/reduction/bousai-duck/index.html

〔一般社団法人日本損害保険協会〕

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/reduction/bousai-duck/index.html


⑤停電ごっこ：ペットボトルランタン

 暗くした部屋に、懐中電灯とペットボトルで作ったランタンを使い、部屋の中
を明るくして過ごす

 暗闇への恐怖心を減らす訓練になる

 ペットボトルの反射によって、壁にきれいな模様が見えたりすることで、子ど
もたちが楽しめる（災害時にも心のケアとしてとても有効）

 懐中電灯のほかに、スマホのライト、ペンライトなどでも可能

 水以外のペットボトルでも試すことができる（スポーツ飲料や薄めた牛乳はさ
らに明るくなる）



⑥バルーンあそび

 バルーンあそびとは、大きな布を使って遊ぶ（パラバルーン）

 バルーンの中に入って暗さや狭さを体験する

 はじめは覆われることを嫌がる子どももいるが、慣れてくると楽しむことがで
きる

 特に乳児におすすめ

★災害時、園庭等に逃げた際、ブルーシートを

頭から覆い、崩れる様子や音を子どもたちにで

きるだけ見せない聞かせないような配慮が必要。



⑦手作りぼうさいすごろく

【特徴】

◆マスの中に、防災に関する内容を記入する。

例：目の前に電柱が倒れて来たから１回休み

ビスケットを食べて元気が出たから１マス進む

◆サイコロの目は３までなので、２～３歳児でも可能。

（マスの文字は保育者が読み上げるようにする）

◆小さなマスにも何か文章を載せてもOK



災害後の子ども達…

『地震ごっこ・津波ごっこ』はやらせて良い？
なぜ、『地震ごっこ・津波ごっこ』をやるのか？（東日本大震災の経験から）

➢ 大災害を前にして、受け止めきれないトラウマ体験を再現している

➢ 大人のように誰かに語ったり、趣味に没頭したりという発散方法がないため

➢ テレビの映像などにより、二次的トラウマ等により、自分自身の中で処理しき
れず、ごっこ遊びという方法で表現する

このような場合には、無理にやめさせるのではなく、子どもの気持ちをしっかり
と受け止めることが大事。

「怖かったよね。でも大丈夫、お父さんお母さん、先生たちがいつでも助けるか
らね」と安心させる言葉を掛ける。



『防災教育』
子どもたちには何を伝える？

 『お・は・し・も・ち』の約束

 『火事の時』『地震の時』『台風の時』の違い

（年長児はその違いについて子どもたちと話し合ってみる）

 怖い時には「先生たちが守るから大丈夫」と安心できるよう伝
える
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