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背景１ 自然災害の発生可能性

自然災害に見舞われる可能性：世界4位

世界リスク評価(インフラの充実・対処能力・適応能力を考慮)：世界17位
（国連大学 2016）

対策の効果

東日本大震災時後の有識者会議
・早期からの防災教育の重要性
・防災への動機付けと意識向上の重要性

（文部科学省 2011）



背景２ 防災教育×ICT

◎GPSを用いた災害イベントの体感と対処法を学ぶ
システムの開発（浦野ら 2013）

・実環境における災害リスク認知支援
・訓練へのモチベーション維持

・気づいたリスクを共有するプラットフォームの作成
・飽きさせない多種のイベントを検討
・地図上に現在地表示を検討
・判断や行動へのアプローチ不足

◎シナリオベース学習システムを用いた
野外避難訓練学習（畠山ら 2016）

・避難場所や危険性を想定する意識の醸成
・経路を限定しないシナリオ→判断や行動を促す

・災害観(特に行動)は変容しない

【本研究の提案】
地理環境に応じた教材
作成は高度な技術が必要
＝教員にとって敬遠

簡単に作成可能な教材の
検討が必要

位置付け



背景３ 学校現場における避難訓練

災害発生時の各場面での対応について，マニュアルに基づいた訓練を繰り返し，
課題を明確にするとともに改善・改良を図ることが大切（文部科学省 2012）

学校における避難訓練
・保護者への引き渡しや集団下校＝集団での避難に重点
・保護者や地域，自治体との連携→円滑な対応のため

原案作成

協議・修正

訓練

改善 評価

見直し 【本研究の提案】
‣想定外，未曾有の災害への
対応を思案

‣学習者自身の判断力の養成

学校単位として
重要な様式

（文部科学省 2012）

位置付け



・防災教育における選択式シナリオベース教材の開発
・フィールドワークでの活用（教育学部生対象）を
通して有用性を明らかにする

本研究の目的



位置情報ベースのゲーム開発環境
（Tale Blazer / MIT STEP Lab製）を使用

アイコン

教材の紹介

ブロックベースの
プログラミング

選択肢ごとの
フィードバック

災害イベント作成

シナリオ入力

選択式シナリオベース教材の開発

苦手な人でも
簡単に作成可能！



選択式シナリオベース教材の概要

①各地点の位置情報圏内突入
②アラームと同時に画面切り替え
③被験者はAもしくはBより選択

(例)Aを選択
→Aの行動に対するフィードバック獲得
→Bは消え，見ることのないまま避難続行

⇒グループワークでの共有項目へ



教材を活用した実践

概要説明・導入（5分）

教材操作説明・練習（5分）

フィールドワーク（20分）

グループワーク（20分）

実践後アンケート調査（10分）

事前 防災意識尺度調査（5分）

事後 防災意識尺度調査（5分）

防災意識尺度（島崎ら 2017）

5因子×4項目

・被災状況の想像力
・災害に対する危機感
・他者指向性
・災害に対する関心
・不安

⇒6件法で質問
⇒項目ごとに得点化



教材を活用した実践

概要説明・導入（5分）

教材操作説明・練習（5分）

フィールドワーク（20分）

グループワーク（20分）
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教材を活用した実践

概要説明・導入（5分）

教材操作説明・練習（5分）

グループワーク（20分）

実践後アンケート調査（10分）

事前 防災意識尺度調査（5分）

事後 防災意識尺度調査（5分）

フィールドワーク（20分）

グループワークの内容

①共有
自分の選択したコースでは何が起こったか

また、なぜそちらを選んだのか

②議論
災害時にはどんなことが想定できるか



教材を活用した実践

グループワークの様子



評価方法

【調査対象】
長崎大学教育学部生16名

【評価】
‣防災意識尺度（事前 事後）一要因参加者内比較/分散分析

‣実践に関する主観評価（事後）直接確率計算/両側検定

‣自由記述３項目
・教材活用が期待できる学校場面
・教材活用に関する所感
・議論に関する所感



結果と考察

**：p<.01，*：p<.05

被災状況の想像力

災害に対する危機感

他者指向性

災害に対する関心

不安
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▶防災意識尺度の変化

平均値



▶実践に関する主観評価結果と考察

**（p<.01）有意差あり ns（.10<p）有意差なし

項
目

質問内容
肯定
回答

否定
回答

両側
検定

有
用
性

災害時の対応がイメージできた 15 1 **

防災教育に効果的だ 16 0 **

主体的な学習に効果的だ 16 0 **

災害時の判断力育成に効果的だ 16 0 **

本教材のようなシステムは，学校教育への応用
が期待できる

16 0 **

操
作
性

本教材の操作は容易だった 16 0 **

各地点の標高表示を意識した 6 10 ns

意
欲

本教材を使用した防災教育を実施したい 16 0 **

防災について学ぶ意欲が高まった 16 0 **

興
味

興味深い教材だった 16 0 **

本教材を使用した活動は楽しかった 16 0 **

想像力の促進
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▶実践に関する主観評価結果と考察
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▶教材活用に関する所感（自由記述 一部）結果と考察

カテゴリ 数 回答例

イメージの容易さ 6 実際に歩いたことで場所と危険を繋ぎ合わせて考
えることができた

興味の喚起 6 ストーリー性があって楽しかった

位置情報取得サービス
の有用性

3 実際の場所とリンクしてイベントが起きたためリ
アリティがあった

主体的な学びに繋がる 2 逃げる速さではなく自分の判断で訓練ができる

臨場感 2 実際に歩いて選択肢を選ぶことで臨場感があった

その他 5 疑似体験によって災害では何が起こるかわからな
いということを痛感した

想像力・不安



▶教材活用に関する所感（自由記述 一部）結果と考察

カテゴリ 数 回答例

イメージの容易さ 6 実際に歩いたことで場所と危険を繋ぎ合わせて考
えることができた

興味の喚起 6 ストーリー性があって楽しかった

位置情報取得サービス
の有用性

3 実際の場所とリンクしてイベントが起きたためリ
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臨場感 2 実際に歩いて選択肢を選ぶことで臨場感があった

その他 5 疑似体験によって災害では何が起こるかわからな
いということを痛感した

興味想像力・不安



▶教材活用に関する所感（自由記述 一部）結果と考察

カテゴリ 数 回答例

イメージの容易さ 6 実際に歩いたことで場所と危険を繋ぎ合わせて考
えることができた

興味の喚起 6 ストーリー性があって楽しかった

位置情報取得サービス
の有用性

3 実際の場所とリンクしてイベントが起きたためリ
アリティがあった

主体的な学びに繋がる 2 逃げる速さではなく自分の判断で訓練ができる

臨場感 2 実際に歩いて選択肢を選ぶことで臨場感があった

その他 5 疑似体験によって災害では何が起こるかわからな
いということを痛感した

主体性想像力・不安 興味



▶議論に関する所感（自由記述 一部）結果と考察

カテゴリ 数 回答例

他者との対話の価値 8 選択肢が同じでも理由が人それぞれで話し合い
が深いものになった

想定の重要性 6 事前想定で安全な選択ができる可能性が高くな
るかもしれない

意思疎通の重要性 3 災害時は意思統一や共通認識が重要

災害時のイメージ 3 災害時の身近な危険を具体的にイメージできた

判断力の重要性 3 事の経過を観察する時とすぐに行動する時の判
断の緩急が大切だ

その他 4 今の避難訓練はパターン化されているため災害
時に活かせるのかは分からない

判断の違い
への気づき



▶議論に関する所感（自由記述 一部）結果と考察

カテゴリ 数 回答例

他者との対話の価値 8 選択肢が同じでも理由が人それぞれで話し合い
が深いものになった

想定の重要性 6 事前想定で安全な選択ができる可能性が高くな
るかもしれない

意思疎通の重要性 3 災害時は意思統一や共通認識が重要

災害時のイメージ 3 災害時の身近な危険を具体的にイメージできた

判断力の重要性 3 事の経過を観察する時とすぐに行動する時の判
断の緩急が大切だ

その他 4 今の避難訓練はパターン化されているため災害
時に活かせるのかは分からない

想定
判断の違い
への気づき



▶議論に関する所感（自由記述 一部）結果と考察

カテゴリ 数 回答例

他者との対話の価値 8 選択肢が同じでも理由が人それぞれで話し合い
が深いものになった

想定の重要性 6 事前想定で安全な選択ができる可能性が高くな
るかもしれない

意思疎通の重要性 3 災害時は意思統一や共通認識が重要

災害時のイメージ 3 災害時の身近な危険を具体的にイメージできた

判断力の重要性 3 事の経過を観察する時とすぐに行動する時の判
断の緩急が大切だ

その他 4 今の避難訓練はパターン化されているため災害
時に活かせるのかは分からない

想定
判断の違い
への気づき

想像力・不安



本研究のまとめ

＜今後の課題＞
・インターフェースの改善と充実
→AR（Augmented Reality）やVR（Virtual Reality）を活用したデザインの検討

・避難訓練への固定観念との相関について調査

＜目的＞・防災教育における選択式シナリオベース教材の開発
・フィールドワークでの活用（教育学部生対象）を通して
有用性を明らかにする

＜実践＞対象：長崎大学教育学部16名
事前調査→フィールドワーク→議論→事後調査

＜結果 考察＞容易な操作性・興味喚起などで有用性あり

・ ＝被災状況の想像力↑

・ ＝災害に対する関心↑

・ ＝不安↑

GPSとのリンク 身近な環境での活用

危険や可能性を思考する議論 想定外なストーリー性

他者との判断の違いへの気づき 既存の訓練との比較


