
「『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 ） 

 学校保健法の改正、学習指導要領の改訂に対応した、学校安全に関す   

 る総合的な参考資料。平成22年3月に改訂版として配布。 

  （公益財団法人 日本学校保健会で販売している。） 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1289310.htm 

「子どもを事件・事故災害から守るためにできることは」（平成21年3月  文部科学省） 

小学校教職員用研修資料（映像、ＤＶＤ） 

内容：1．できていますか 来校者対応の基本∼不審者を学校に入れないために∼ 

    2．事故の原因をさぐる∼事故に学び、事故を繰り返さないために∼ 

    3． 熱中症から子どもを守る∼正しく知って予防するために∼ 

    4．子どもに伝える安全な自転車の乗り方∼事故にあわない、起こさないために∼ 

    5． 自然災害に備えた施設・設備の安全点検∼被害を少なくするために∼ 

    6．  自然災害時の避難∼子どもの安全を確保するために∼ 

    7．安全ですか通学路∼見えない危険に気づくために∼ 

    8．応急手当の重要性∼子どもの命を救うために∼ 
 

「生徒を事件・事故災害から守るためにできることは」（平成22年3月  文部科学省） 

中学校・高等学校教職員用研修資料（映像、 DVD） 

内容：1．安全点検のポイント∼学校での事故や自然災害から命を守る∼ 

2． できていますか不審者対策∼日常の備えが生徒を守る∼ 

3．熱中症の予防∼熱中症を正しく理解しよう∼ 

4．交通社会の一員として（中学校）∼自転車の安全を考える∼ 

5．交通社会の一員として（高等学校）∼プレドライバーとして交通安全を考える∼ 

6．自然災害から生徒を守る∼普段から災害発生時の対応を考えていますか？∼ 

7． AED を用いた心肺蘇生法等の応急手当∼生徒の命を救うために∼ 
 

参考情報 
【全体に関するもの】 
 

学校安全参考情報（文部科学省） 

通学路を含めた学校における子どもの安全確保に関する 「通知、刊行物、調査等」の

情報を提供しているサイ トです。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1289303.htm 

【生活安全（防犯）に関するもの】 
 

「学校の危機管理マニュアル∼ 子どもを犯罪から守るために∼ 」（平成19年11月 文部  
 科学省） 

   学校への不審者侵入時の対応及び登下校時において緊急事態が発生した場合の   

   対応を示した資料です。文部科学省のホームページからダウンロードできます。 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1289310.htm 

 

 

 



【交通安全に関するもの】 
 

「学校の管理下の死亡・障害事例と事故防止の留意点」（ 平成24年3月 独立行政法人 

 日本スポーツ振興センター ） 

学校管理下における死亡・障害事故の発生傾向を示すとともに、事故防止の留意点を記して

います。日本スポーツ振興センターのホームページからダウンロードできます。

https://naash.go.jp/anzen/anzen_school/anzenjouhou/jirei_toukei/jirei/tabid/1152/Default.a

spx 

「みんなで気をつけて事件をふせごう」（ 警察庁） 

子どもが興味を持って学べる内容の防犯テキストです。保護者や学校関係者への 

解説も含まれています。警察庁のホームページからダウンロードできます。 

http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki75/kodomo_bouhan_text.htm 

 

 

キッズデザインの輪（ 経済産業省） 

子どもの不慮の事故を減らすことを目的として開設されたポータルサイトです。事故事例の動画集、

事故データの検索など。 

http://www.kd-wa-meti.com/index.html 

 

 

「自転車の交通安全ブック ～自転車の安全な乗り方～」（ 財団法人全日本交通安全協会） 

自転車の安全な乗り方、点検と手入れ、交通のきまりなどを、イラスト入りでわかりやすく解説した冊

子です。全日本交通安全協会が販売しています。 

http://www.jtsa.or.jp/about/teaching.html 

 

 

「自転車安全整備とＴＳマーク」（財団法人日本交通管理技術協会） 

自転車安全整備士が点検整備した普通自動車に貼付されるＴＳマークと、ＴＳマークに付帯した保

険制度の内容について解説しています。 

http://www.tmt.or.jp/safety/index.html  

「安全な通学を考える ～加害者にもならない～」（ 平成24年3月 文部科学省 ） 

 生徒の安全な通学のための教育教材（映像、ＤＶＤ） 

「地域ぐるみの学校安全体制整備実践事例集∼ 学校・家庭・地域社会が連携した防犯 
 対策を中心に∼ 」（平成23年3月 文部科学省） 
 学校や地域の実情に応じて、登下校中の児童生徒等の安全確保に地域ぐるみで取  
   り組んでいる活動を取りまとめた事例集。平成24年3月に配布。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1323153.htm 



付 
 

録 
 

「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） 

中学生用防災教育教材（映像、 DVD） 

内容：1．総論「災害から身を守ろう」 

2．地震・津波「地震だ、命を守れ！」 

3．火山災害「火山の噴火に注意する」 

4．風水害「強い風や雨に注意しよう」 

5．落雷「雷をあなどるな！」 

6．災害後の暮らし「助け合いの生活」 
 

「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（低学年・高学年）防災教育教材（スライド、 CD） 

低学年用内容：1．総論「さいがいから命を守るために」 

2．地しん①「地しんがきた！」 

3． 地しん②「地しんがおさまったら」 

4．火さい「火事が起きた！」 

5．  きしょうさいがい「大雨だ！強風だ！かみなりだ！」 

6． 火山さいがい 「知っておこう  火山のふん火」 

高学年用内容：1．総論「災害から命を守るために」 

2．地震・津波①「地震だ！  まず自分たちの身を守ろう！」 

3． 地震・津波②「地震がおさまっても注意しよう」 

4．風水害「気をつけて！激しい雨や風」 

5．落雷「ピカッ、ゴロゴロときたら急いでひ難！」 

6．火山災害「噴火する日本の山」 

7．災害後の暮らし「助け合おう 災害の後の生活」 

8．心のケア「大きな災害の後で」 
 

「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 ） 

 東日本大震災の教訓を踏まえ、各学校等において、防災マニュアルを作成する際の参考と 

 なる手引きとして配布。事前・発生時・事後、それぞれの対応についての留意点等がまとめ 

 られている。 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1323513.htm 

【災害安全（防災）に関するもの】 
 

「小学校（中学校、高等学校）効果的な自転車安全指導のために）（ 財団法人日本交通安全教育

普及協会） 

交通安全教室（学校行事）の展開例や自転車に関する安全指導のＱ＆Ａなどを示した冊子です。

財団法人日本交通安全教育普及協会が販売しています。 

 http://www.jatras.or.jp/gakkou.html 

 

 



「津波から逃げる」気象庁津波防災啓発ビデオ（平成24年4月 気象庁 ） 

津波から命を守るために、①迅速かつ自主的に避難するという意識の向上、②避難のた

めに必要な津波の正しい知識の獲得、③日頃から津波に備えることの大切さを知るため、

特に小学校の授業等での活用を期待し作成しました。

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/tsunami_dvd/index.html 

「自分の命は自分で守る－津波災害への備え－（仮題）」（ 平成25年2月 内閣府 ） 

「未来をひらく夢への挑戦 『地震災害を究明せよ』」 （平成18年3月  文部科学省） 

子どもたちに科学技術に対する興味・関心を高めていくため、写真やデータも用いなが

ら、マンガでわかりやすく解説した「子ども科学技術白書」です。文部科学省のホーム

ページからダウンロードできます。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kodomo/06032702.htm 
 

「台風・集中豪雨に対する学校施設の安全のために」（平成17年3月  文部科学省） 

台風や集中豪雨に対して学校施設の安全を確保するための、 点検、措置のポイントを

まとめたパンフレットです。 文部科学省のホームページからダウンロードできます。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/05030701.htm 
 

「地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために ∼学校施設の非構造部材の

耐震化ガイドブック∼」 （平成22年3月 文部科学省） 

学校施設の非構造部材の耐震化の重要性と と もに、 その点検及び対策の進め方や

実施体制、 点検内容等についてわかりやすく解説しています。 文部科学省のホーム

ページからダウンロードできます。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm 
 

「学校施設における非構造部材の耐震対策事例集」 （平成24年3月  文部科学省） 

平成22年度に実施した「学校施設の非構造部材の耐震対策等に関する委託事業」等

において収集した各種の事例を掲載した事例集です。 文部科学省のホームページか

らダウンロードできます。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/taishin/1318736.htm 

「災害から命を守るために ∼防災教育教材 （高校生用）∼」 （平成22年3月 文部科学省） 

高校生用防災教育教材（映像、 DVD） 

内容：1．総論「災害から命を守る」 

2．地震・津波「地震・津波から身を守れ」 

3．火山災害「火山噴火に要注意」 

4．風水害「強風や大雨に注意する」 

5．落雷「落雷から身を守る」 

6．災害後の生活「地域社会で支え合う」 
 



防災教育支援ページ （国土交通省） 

各地方整備局等において地域の防災に関する情報とともに職員がもつ知見を交えて説

明・紹介する多種多様な出前講座開設、防災に関する各種ビデオ、パンフレットの紹介

をしています。 

http://www.mlit.go.jp/bosai/education/index.htm 
 

防災情報のページ （内閣府） 

災害情報等を掲載した内閣府のホームページです。

http://www.bousai.go.jp/ 

 

緊急地震速報について （気象庁） 

緊急地震速報に関する様々な情報を紹介している気象庁のホームページです。

http://www.seisvol.kishou. go.jp/eq/EEW/kaisetsu/ 

 

気象庁ホームページ 

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ます。 気象災害に

関する各種パンフレット等をダウンロードできます。 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/index.html 

 

防災教育支援ポータル（文部科学省） 

全国の防災教育の事例及び防災教育関連情報等を紹介しています。 

http://www.jishin.go.jp/main/bosai/kyoiku-shien/bosai.html 

 

「緊急地震速報∼まわりの人にも声をかけながら あわてず、まず身の安全を!! ∼」（平成

21 年11 月  気象庁） 

緊急地震速報を聞いた時の対処法を、様々な場面ごとに解説したリーフレットです。気

象庁のホームページからダウンロードできます。 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/eew201101/index.html 

「津波に備える」気象庁津波防災啓発ビデオ（平成25年2月 気象庁 ） 

津波避難に必要（有効）な知識を、①「津波の正しい知識（津波の現象や特徴）を得る」、
②「避難のしかたを知る」というテーマに分け、東日本大震災における津波の映像やCG、
津波を経験した方のインタビューなどを用いて、『津波から避難する時に知っておいてほ
しいこと』を伝えるものとして作成しました。 
 また、地震や津波に関する避難訓練等の支援として、「緊急地震速報を使った地震・津
波訓練」という映像も収録しています。
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/tsunami_dvd_sonaeru/index.html 



※ここに記した URL 及び入手方法等は平成25年3月現在のものです。 

 最新の情報については、各行政機関・団体等に問い合わせてください。 
 

日本赤十字社ホームページ 

救急法等の講習に関する情報や、 各種の応急手当についての情報が紹介されていま

す。 

http://www.jrc.or.jp/study/index.html 
 

生活密着情報（総務省消防庁） 

「生活密着情報」 のページに、 応急手当の基礎知識や心肺蘇生法の手順などが詳しく

解説されています。 

http://www.fdma.go.jp/html/life/ 
 

【応急手当に関するもの】 
 

災害用伝言サービス（総務省 ） 

通信各社が提供している「災害用伝言サービス」を紹介しています。 

           

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html 

ポリスチャンネル ビデオライブラリー（ ＮＰＯ法人ポリスチャンネル ） 

 

http://www.police-ch.jp/video/ 

防災教育コレクション （独立行政法人防災科学技術研究所 自然災害情報室） 

500点以上の防災や災害に関する絵本、児童書、紙芝居、カルタなどが閲覧できます。 

学校・地域などへの団体貸出を行っています。 

http://dil-opac.bosai.go.jp/documents/education/ 
 

独立行政法人防災科学技術研究所ホームページ 

地震、火山、気象、土砂及び雪氷災害等の情報や、被害の軽減に関する様々な研究

開発の結果が公表されています。 

http://www.bosai.go.jp/index.html 
 

防災・危機管理 e −カレッジ（総務省消防庁） 

総務省消防庁が開設するホームページです。 災害に関する基礎知識や備えなどを学

習することができます。 

http://open.fdma.go.jp/e-college/ 

 

 

総務省消防庁ホームページ 

「生活密着情報」 のページに、 防災全般についての情報や家具の転倒防止等の防災

対策が詳しく解説されています。 

http://www.fdma.go.jp/ 
 


