
洪水防災教育プログラム



情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した防災教育

ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ教育の学習環境が整備

ＹＯＵ＠ＲＩＳＫを活用した防災教育プログラムの全国展開

ＩＣＴ教育と防災教育を地理的な視点で融合させる

自らの生活に必要な地理空間情報を正しく読み取って活用する能力は，災害発生時に自ら
の命を守る「生きる力」の育成にも直結する．（日本学術会議地理教育分科会）

災害リスクの空間的把握と避難行動を結び付けた防災

【目的】

【着目】

地理情報を活用したＩＣＴ教材”ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ”の開発

【研究】



地図情報と災害をリンクさせたＩＣＴ教育の実現

※現在は、地域に限定した洪水版、津波版をホームページで公開

ＧＩＧＡスクール構想で整備された情報端末（タブレット型コンピュータ等）を活用し，
地図情報と災害情報（防災気象情報・ハザード情報）をリンクさせた防災教育を
実践するためのＩＣＴ教材”ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ” を開発．（防災科学技術研究所）



ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ （ユー・アット・リスク）

ICT学習ツールを活用した
アクティブ・ラーニングの提案

YOU＠RISK

①YOU@RISKの操作
➡災害のリスクを地図から読み取れ
る、調べ方を習得

（知識・技能）

②条件変更して避難行動を検討
➡状況に応じて考える力、自分の考
えを整理して人に伝える力を獲得

（思考力・判断力・表現力）

避難先・経路の設定

危険箇所確認・検討
学校 地域

連携

③グループ学習・発表
➡アクティブラーニングにより、

学習の理解を深める。
（主体的に学習に取り組む態度）

災害リスクの空間的把握と避難行動を結び付けた防災教育

❶ハザードマップの読図
科学的な「知」と地域の「知」を
ハザードマップから正しく読み
取る能力（地図リテラシー）を
身に付ける.

❷安全確保行動の検討
インタラクティブなＩＣＴ教育ツール
によって、主体的に安全行動を考
える力を身に付ける.

❸マップづくり・発表
グループ学習によって地域の
地図リテラシーを高め、これま
での学習内容と結び付けるこ
とで防災リテラシーの向上を
図る.

防災教育プログラムによる実践と検証 ⇒ 論文化

ＩＣＴ学習

小中学生でも使えるICT教材
全国の学校で使用できる教材

地理空間情報リテラシー 防災リテラシー



豪雨災害時の安全確保行動の検討ステップに従い、各ステップをストーリーマップ
を使用して支援するツール。洪水のリスクを地図上で確認しながら、安全な場所ま
での避難行動を決定するまでのプロセスをタブレットで操作することができる。

ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ（洪水版）の開発

●安全確保行動の検討ステップ
①居場所が安全か

確認する
②どこで過ごすか

決める
③必要な備えを

する
④行動に移す

タイミングを知る

●地域のリスクを理解して安全行動（避難経路）を考える

洪水リスクを理解

避難場所の選択

避難経路の選択

現在地のリスク

地理空間情報リテラシー 防災リテラシー



ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ（洪水版_新潟県長岡市）



ステップ１ ・・・事前学習

・川の特徴と洪水の危険を理解する
・大きな川の洪水対策を知る

ねらい

①大きな川と洪水への備え

内容 １．３年次の河川敷学習を振り返る
２．大きな川と小さな川の特徴
３．河川の洪水対策と限界

・大雨による災害を理解する
・大雨の危険についての情報を知る

②危険な雨と情報の集め方

１．いろいろな雨の降り方
２．大雨による災害の危険
３．防災気象情報とその集め方

ねらい

内容

ステップ２ ・・・アクティブ・ラーニング１

・ハザードマップで
想定浸水深を調べる

ねらい

③洪水から身を守る行動（１）

内容 １．洪水と大雨の情報を振り返る
２．YOU@RISKで自宅を探す
３．YOU@RISKで浸水深を調べる

・その場所に応じた大雨時の
避難行動を考える

④洪水から身を守る行動（２）

１．浸水深に応じた判断を学ぶ
２．YOU@RISKで避難場所を調べる
３．YOU@RISKで避難経路を調べる

ねらい

内容

ステップ３ ・・・アクティブ・ラーニング２

・状況に応じた避難行動を考える
・グループで避難について話し合う

ねらい

⑤状況に応じた適切な避難（１）

内容 １．グループワークの状況付与
２．状況に応じた避難行動について

YOU@RISKを使って考える

・学んだことをまとめて人に伝える
・地域の大人に質問し、話し合う

⑥状況に応じた適切な避難（２）

３．グループワークの成果を発表する
４．身近な川について大人に質問する

ねらい

内容

11/11 1,2時間目 (1組 90分)
3,4時間目 (2組 90分)

11/25 1,2時間目 (1組 90分)
3,4時間目 (2組 90分)

12/22 5,6時間目
(1,2組合同 90分)

ステップ１

ステップ２

ステップ３

豪雨防災教育プログラムの単元構成
災害情報リテラシー

地理空間情報リテラシー

防災リテラシー

地理情報と洪水リスクをリンク

体験学習によって防災リテラシーを高める



豪雨防災教育プログラムの開発
ワークシート

学習用スライド

学習指導案



実践 ステップ１（2020年11月11日）

・川の特徴と洪水の危険を理解する
・大きな川の洪水対策を知る

学習目標

学習① 大きな川と洪水への備え

学習内容 １．３年次の河川敷学習を振り返る
２．大きな川と小さな川の特徴
３．河川の洪水対策と限界

・大雨による災害を理解する
・大雨の危険についての情報を知る

学習② 危険な雨と情報の集め方

４．いろいろな雨の降り方
５．大雨による災害の危険
６．防災気象情報について

学習目標

学習内容

開発したワークシートを使用した学習（回答を記入する児童）

開発したスライド資料（補助教材）を活用した学習

開発したワークシート（教員用）による学習

開発した学習指導案を使用して授業を進める教員



・ハザードマップで想定浸水深を調べる

学習③ 洪水から身を守る行動（１）

１．洪水と大雨の情報を振り返る
２．YOU@RISKで自宅を探す
３．YOU@RISKで浸水深を調べる

・その場所に応じた大雨時の避難行動を考える

学習④ 洪水から身を守る行動（２）

４．浸水深に応じた判断を学ぶ
５．YOU@RISKで避難場所を調べる
６．YOU@RISKで避難経路を調べる

YOU@RISKを使った学習（一人づつパソコン操作）

学習成果の例（印刷して家庭に持ち帰り、家族に説明）

教員によるYOU@RISKの使い方の学習

YOU@RISKを使った学習（操作中の画面）

学習目標

学習内容

学習目標

学習内容

実践 ステップ２（2020年11月25日）



●お家でも見てみましょう!

あなたの洪水避難
（※ 限定公開・随時改良中!）

１．開く
（授業では）「YOU@RISK」のアイコンをクリック
（あとで見るとき）右の２次元バーコードを読み取る

２．地図のそうさ

地図を動かす:
左クリックした
まま動かします

拡大・縮小:
真ん中のボタン
を回します

元の位置にもどる

けんさく

場所を検索する
えいせいがぞう

地図と衛星画像
を切りかえる

３．自宅を登録する
1) [自宅の場所]をクリック
2) 地図上をクリック

①
②

４．ハザードマップを見る

５．避難場所を選ぶ

1) [3]を

2) 地図の
場所を

3)
を

③

②

同心円
を見る

６．避難経路を見る

②1) [4]を

2) [避難経路]
を

ひなん

避難場所
ひなん けいろ きけん かしょ

避難経路上の危険箇所
かいせつ ひなん

…市が開設する避難できる建物
ふくし ひなん しょう

…福祉避難室(お年よりや赤ちゃん、障がい者等のための別室)あり
ふくし ひなん かいご

…のちに福祉避難所なり、介護が必要な人も受け入れる

すいぼつ かのうせい

地下道・アンダーパス…水没して通行できなくなる可能性がある
ひじょう きけん

橋…………………………こわれたり流されたりして非常に危険
すいぼつ かのうせい

低くなる場所……………水没して通行できなくなる可能性がある

YOU@RISKの操作方法



・状況に応じた避難行動を考える
・グループで避難について話し合う

学習⑤ 状況に応じた適切な避難（１）

１．グループワークの状況付与
２．状況に応じた避難行動について

YOU@RISKを使って考える

・学んだことをまとめて人に伝える
・地域の大人に質問し、話し合う

学習⑥ 状況に応じた適切な避難（２）

３．グループワークの成果を発表する
４．身近な川について大人に質問する

大判地図を使った学習成果の発表

地域住民との交流（児童からの質問に答える住民）

グループワークによる学習の様子

YOU@RISKを使った地域住民との学習（Zoomの活用）

学習目標

学習内容

学習目標

学習内容

実践 ステップ３（2020年12月22日）



2.93 

3.09 

2.67 

3.11 

2.67 

2.37 

3.50 

3.48 

3.28 

3.35 

3.10 

3.36 

①川の特ちょうに応じて、どのような洪水の危険

があるか知っている

②近所の川が、大雨によってどのような危険が

あるか知っている

③大雨のとき、堤防などの川の防災施設がどの

ような働きをするか知っている

④大雨のとき、身近な地いきがどうなるかイメー

ジできる

⑤大雨による災害の危険について、どのような

情報があるか知っている

⑥大雨のとき、災害の危険についての情報の集

め方を知っている

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.11.10）

学習アンケート② （2020.11.12）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=45～50 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習①②」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



2.87 

2.96 

2.91 

2.37 

2.78 

2.65 

3.51 

3.25 

3.22 

2.94 

3.16 

3.08 

⑦ハザードマップを使って、ある場所の想定浸水

深を調べることができる

⑧大雨のとき、身近な地いきの安全な避難場所

がどこか知っている

⑨大雨のとき、通らない方が良い場所がどこか

知っている

⑩大雨などの状況に応じた避難の判断の準備

ができている

⑪数時間後に大雨がふると分かったとき、とる

べき行動を大体決めている

⑫大雨のとき、どのように行動するべきか身近

な人に伝えることができる

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.11.10）

学習アンケート② （2020.11.26）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=46～51 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習③④」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



2.68 

2.84 

3.04 

2.90 

3.24 

2.92 

3.28 

3.12 

3.30 

3.18 

3.50 

3.36 

⑬YOU@RISKを使って色々な状況の避難先や避

難経路を調べることができる

⑭YOU@RISKを使って避難経路上の危険箇所を

調べることができる

⑮大雨時の避難について話し合いで意見をまと

めることができる

⑯大雨時の避難についての考えを地図や文章

にまとめることができる

⑰調べたことや考えを人に伝えることができる

⑱大人に質問したり、大人と一緒に話し合いをし

たりできる

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.12.21）

学習アンケート② （2020.12.23）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=50 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習⑤⑥」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



研究成果の公表（論文）



洪水防災教育プログラム



情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した防災教育

ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ教育の学習環境が整備

ＹＯＵ＠ＲＩＳＫを活用した防災教育プログラムの全国展開

ＩＣＴ教育と防災教育を地理的な視点で融合させる

自らの生活に必要な地理空間情報を正しく読み取って活用する能力は，災害発生時に自ら
の命を守る「生きる力」の育成にも直結する．（日本学術会議地理教育分科会）

災害リスクの空間的把握と避難行動を結び付けた防災

【目的】

【着目】

地理情報を活用したＩＣＴ教材”ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ”の開発

【研究】



地図情報と災害をリンクさせたＩＣＴ教育の実現

※現在は、地域に限定した洪水版、津波版をホームページで公開

ＧＩＧＡスクール構想で整備された情報端末（タブレット型コンピュータ等）を活用し，
地図情報と災害情報（防災気象情報・ハザード情報）をリンクさせた防災教育を
実践するためのＩＣＴ教材”ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ” を開発．（防災科学技術研究所）



ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ （ユー・アット・リスク）

ICT学習ツールを活用した
アクティブ・ラーニングの提案

YOU＠RISK

①YOU@RISKの操作
➡災害のリスクを地図から読み取れ
る、調べ方を習得

（知識・技能）

②条件変更して避難行動を検討
➡状況に応じて考える力、自分の考
えを整理して人に伝える力を獲得

（思考力・判断力・表現力）

避難先・経路の設定

危険箇所確認・検討
学校 地域

連携

③グループ学習・発表
➡アクティブラーニングにより、

学習の理解を深める。
（主体的に学習に取り組む態度）

災害リスクの空間的把握と避難行動を結び付けた防災教育

❶ハザードマップの読図
科学的な「知」と地域の「知」を
ハザードマップから正しく読み
取る能力（地図リテラシー）を
身に付ける.

❷安全確保行動の検討
インタラクティブなＩＣＴ教育ツール
によって、主体的に安全行動を考
える力を身に付ける.

❸マップづくり・発表
グループ学習によって地域の
地図リテラシーを高め、これま
での学習内容と結び付けるこ
とで防災リテラシーの向上を
図る.

防災教育プログラムによる実践と検証 ⇒ 論文化

ＩＣＴ学習

小中学生でも使えるICT教材
全国の学校で使用できる教材

地理空間情報リテラシー 防災リテラシー



豪雨災害時の安全確保行動の検討ステップに従い、各ステップをストーリーマップ
を使用して支援するツール。洪水のリスクを地図上で確認しながら、安全な場所ま
での避難行動を決定するまでのプロセスをタブレットで操作することができる。

ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ（洪水版）の開発

●安全確保行動の検討ステップ
①居場所が安全か

確認する
②どこで過ごすか

決める
③必要な備えを

する
④行動に移す

タイミングを知る

●地域のリスクを理解して安全行動（避難経路）を考える

洪水リスクを理解

避難場所の選択

避難経路の選択

現在地のリスク

地理空間情報リテラシー 防災リテラシー



ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ（洪水版_新潟県長岡市）



ステップ１ ・・・事前学習

・川の特徴と洪水の危険を理解する
・大きな川の洪水対策を知る

ねらい

①大きな川と洪水への備え

内容 １．３年次の河川敷学習を振り返る
２．大きな川と小さな川の特徴
３．河川の洪水対策と限界

・大雨による災害を理解する
・大雨の危険についての情報を知る

②危険な雨と情報の集め方

１．いろいろな雨の降り方
２．大雨による災害の危険
３．防災気象情報とその集め方

ねらい

内容

ステップ２ ・・・アクティブ・ラーニング１

・ハザードマップで
想定浸水深を調べる

ねらい

③洪水から身を守る行動（１）

内容 １．洪水と大雨の情報を振り返る
２．YOU@RISKで自宅を探す
３．YOU@RISKで浸水深を調べる

・その場所に応じた大雨時の
避難行動を考える

④洪水から身を守る行動（２）

１．浸水深に応じた判断を学ぶ
２．YOU@RISKで避難場所を調べる
３．YOU@RISKで避難経路を調べる

ねらい

内容

ステップ３ ・・・アクティブ・ラーニング２

・状況に応じた避難行動を考える
・グループで避難について話し合う

ねらい

⑤状況に応じた適切な避難（１）

内容 １．グループワークの状況付与
２．状況に応じた避難行動について

YOU@RISKを使って考える

・学んだことをまとめて人に伝える
・地域の大人に質問し、話し合う

⑥状況に応じた適切な避難（２）

３．グループワークの成果を発表する
４．身近な川について大人に質問する

ねらい

内容

11/11 1,2時間目 (1組 90分)
3,4時間目 (2組 90分)

11/25 1,2時間目 (1組 90分)
3,4時間目 (2組 90分)

12/22 5,6時間目
(1,2組合同 90分)

ステップ１

ステップ２

ステップ３

豪雨防災教育プログラムの単元構成
災害情報リテラシー

地理空間情報リテラシー

防災リテラシー

地理情報と洪水リスクをリンク

体験学習によって防災リテラシーを高める



豪雨防災教育プログラムの開発
ワークシート

学習用スライド

学習指導案



実践 ステップ１（2020年11月11日）

・川の特徴と洪水の危険を理解する
・大きな川の洪水対策を知る

学習目標

学習① 大きな川と洪水への備え

学習内容 １．３年次の河川敷学習を振り返る
２．大きな川と小さな川の特徴
３．河川の洪水対策と限界

・大雨による災害を理解する
・大雨の危険についての情報を知る

学習② 危険な雨と情報の集め方

４．いろいろな雨の降り方
５．大雨による災害の危険
６．防災気象情報について

学習目標

学習内容

開発したワークシートを使用した学習（回答を記入する児童）

開発したスライド資料（補助教材）を活用した学習

開発したワークシート（教員用）による学習

開発した学習指導案を使用して授業を進める教員



・ハザードマップで想定浸水深を調べる

学習③ 洪水から身を守る行動（１）

１．洪水と大雨の情報を振り返る
２．YOU@RISKで自宅を探す
３．YOU@RISKで浸水深を調べる

・その場所に応じた大雨時の避難行動を考える

学習④ 洪水から身を守る行動（２）

４．浸水深に応じた判断を学ぶ
５．YOU@RISKで避難場所を調べる
６．YOU@RISKで避難経路を調べる

YOU@RISKを使った学習（一人づつパソコン操作）

学習成果の例（印刷して家庭に持ち帰り、家族に説明）

教員によるYOU@RISKの使い方の学習

YOU@RISKを使った学習（操作中の画面）

学習目標

学習内容

学習目標

学習内容

実践 ステップ２（2020年11月25日）



●お家でも見てみましょう!

あなたの洪水避難
（※ 限定公開・随時改良中!）

１．開く
（授業では）「YOU@RISK」のアイコンをクリック
（あとで見るとき）右の２次元バーコードを読み取る

２．地図のそうさ

地図を動かす:
左クリックした
まま動かします

拡大・縮小:
真ん中のボタン
を回します

元の位置にもどる

けんさく

場所を検索する
えいせいがぞう

地図と衛星画像
を切りかえる

３．自宅を登録する
1) [自宅の場所]をクリック
2) 地図上をクリック

①
②

４．ハザードマップを見る

５．避難場所を選ぶ

1) [3]を

2) 地図の
場所を

3)
を

③

②

同心円
を見る

６．避難経路を見る

②1) [4]を

2) [避難経路]
を

ひなん

避難場所
ひなん けいろ きけん かしょ

避難経路上の危険箇所
かいせつ ひなん

…市が開設する避難できる建物
ふくし ひなん しょう

…福祉避難室(お年よりや赤ちゃん、障がい者等のための別室)あり
ふくし ひなん かいご

…のちに福祉避難所なり、介護が必要な人も受け入れる

すいぼつ かのうせい

地下道・アンダーパス…水没して通行できなくなる可能性がある
ひじょう きけん

橋…………………………こわれたり流されたりして非常に危険
すいぼつ かのうせい

低くなる場所……………水没して通行できなくなる可能性がある

YOU@RISKの操作方法



・状況に応じた避難行動を考える
・グループで避難について話し合う

学習⑤ 状況に応じた適切な避難（１）

１．グループワークの状況付与
２．状況に応じた避難行動について

YOU@RISKを使って考える

・学んだことをまとめて人に伝える
・地域の大人に質問し、話し合う

学習⑥ 状況に応じた適切な避難（２）

３．グループワークの成果を発表する
４．身近な川について大人に質問する

大判地図を使った学習成果の発表

地域住民との交流（児童からの質問に答える住民）

グループワークによる学習の様子

YOU@RISKを使った地域住民との学習（Zoomの活用）

学習目標

学習内容

学習目標

学習内容

実践 ステップ３（2020年12月22日）



2.93 

3.09 

2.67 

3.11 

2.67 

2.37 

3.50 

3.48 

3.28 

3.35 

3.10 

3.36 

①川の特ちょうに応じて、どのような洪水の危険

があるか知っている

②近所の川が、大雨によってどのような危険が

あるか知っている

③大雨のとき、堤防などの川の防災施設がどの

ような働きをするか知っている

④大雨のとき、身近な地いきがどうなるかイメー

ジできる

⑤大雨による災害の危険について、どのような

情報があるか知っている

⑥大雨のとき、災害の危険についての情報の集

め方を知っている

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.11.10）

学習アンケート② （2020.11.12）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=45～50 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習①②」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



2.87 

2.96 

2.91 

2.37 

2.78 

2.65 

3.51 

3.25 

3.22 

2.94 

3.16 

3.08 

⑦ハザードマップを使って、ある場所の想定浸水

深を調べることができる

⑧大雨のとき、身近な地いきの安全な避難場所

がどこか知っている

⑨大雨のとき、通らない方が良い場所がどこか

知っている

⑩大雨などの状況に応じた避難の判断の準備

ができている

⑪数時間後に大雨がふると分かったとき、とる

べき行動を大体決めている

⑫大雨のとき、どのように行動するべきか身近

な人に伝えることができる

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.11.10）

学習アンケート② （2020.11.26）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=46～51 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習③④」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



2.68 

2.84 

3.04 

2.90 

3.24 

2.92 

3.28 

3.12 

3.30 

3.18 

3.50 

3.36 

⑬YOU@RISKを使って色々な状況の避難先や避

難経路を調べることができる

⑭YOU@RISKを使って避難経路上の危険箇所を

調べることができる

⑮大雨時の避難について話し合いで意見をまと

めることができる

⑯大雨時の避難についての考えを地図や文章

にまとめることができる

⑰調べたことや考えを人に伝えることができる

⑱大人に質問したり、大人と一緒に話し合いをし

たりできる

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.12.21）

学習アンケート② （2020.12.23）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=50 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習⑤⑥」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



研究成果の公表（論文）



洪水防災教育プログラム



情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した防災教育

ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ教育の学習環境が整備

ＹＯＵ＠ＲＩＳＫを活用した防災教育プログラムの全国展開

ＩＣＴ教育と防災教育を地理的な視点で融合させる

自らの生活に必要な地理空間情報を正しく読み取って活用する能力は，災害発生時に自ら
の命を守る「生きる力」の育成にも直結する．（日本学術会議地理教育分科会）

災害リスクの空間的把握と避難行動を結び付けた防災

【目的】

【着目】

地理情報を活用したＩＣＴ教材”ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ”の開発

【研究】



地図情報と災害をリンクさせたＩＣＴ教育の実現

※現在は、地域に限定した洪水版、津波版をホームページで公開

ＧＩＧＡスクール構想で整備された情報端末（タブレット型コンピュータ等）を活用し，
地図情報と災害情報（防災気象情報・ハザード情報）をリンクさせた防災教育を
実践するためのＩＣＴ教材”ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ” を開発．（防災科学技術研究所）



ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ （ユー・アット・リスク）

ICT学習ツールを活用した
アクティブ・ラーニングの提案

YOU＠RISK

①YOU@RISKの操作
➡災害のリスクを地図から読み取れ
る、調べ方を習得

（知識・技能）

②条件変更して避難行動を検討
➡状況に応じて考える力、自分の考
えを整理して人に伝える力を獲得

（思考力・判断力・表現力）

避難先・経路の設定

危険箇所確認・検討
学校 地域

連携

③グループ学習・発表
➡アクティブラーニングにより、

学習の理解を深める。
（主体的に学習に取り組む態度）

災害リスクの空間的把握と避難行動を結び付けた防災教育

❶ハザードマップの読図
科学的な「知」と地域の「知」を
ハザードマップから正しく読み
取る能力（地図リテラシー）を
身に付ける.

❷安全確保行動の検討
インタラクティブなＩＣＴ教育ツール
によって、主体的に安全行動を考
える力を身に付ける.

❸マップづくり・発表
グループ学習によって地域の
地図リテラシーを高め、これま
での学習内容と結び付けるこ
とで防災リテラシーの向上を
図る.

防災教育プログラムによる実践と検証 ⇒ 論文化

ＩＣＴ学習

小中学生でも使えるICT教材
全国の学校で使用できる教材

地理空間情報リテラシー 防災リテラシー



豪雨災害時の安全確保行動の検討ステップに従い、各ステップをストーリーマップ
を使用して支援するツール。洪水のリスクを地図上で確認しながら、安全な場所ま
での避難行動を決定するまでのプロセスをタブレットで操作することができる。

ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ（洪水版）の開発

●安全確保行動の検討ステップ
①居場所が安全か

確認する
②どこで過ごすか

決める
③必要な備えを

する
④行動に移す

タイミングを知る

●地域のリスクを理解して安全行動（避難経路）を考える

洪水リスクを理解

避難場所の選択

避難経路の選択

現在地のリスク

地理空間情報リテラシー 防災リテラシー



ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ（洪水版_新潟県長岡市）



ステップ１ ・・・事前学習

・川の特徴と洪水の危険を理解する
・大きな川の洪水対策を知る

ねらい

①大きな川と洪水への備え

内容 １．３年次の河川敷学習を振り返る
２．大きな川と小さな川の特徴
３．河川の洪水対策と限界

・大雨による災害を理解する
・大雨の危険についての情報を知る

②危険な雨と情報の集め方

１．いろいろな雨の降り方
２．大雨による災害の危険
３．防災気象情報とその集め方

ねらい

内容

ステップ２ ・・・アクティブ・ラーニング１

・ハザードマップで
想定浸水深を調べる

ねらい

③洪水から身を守る行動（１）

内容 １．洪水と大雨の情報を振り返る
２．YOU@RISKで自宅を探す
３．YOU@RISKで浸水深を調べる

・その場所に応じた大雨時の
避難行動を考える

④洪水から身を守る行動（２）

１．浸水深に応じた判断を学ぶ
２．YOU@RISKで避難場所を調べる
３．YOU@RISKで避難経路を調べる

ねらい

内容

ステップ３ ・・・アクティブ・ラーニング２

・状況に応じた避難行動を考える
・グループで避難について話し合う

ねらい

⑤状況に応じた適切な避難（１）

内容 １．グループワークの状況付与
２．状況に応じた避難行動について

YOU@RISKを使って考える

・学んだことをまとめて人に伝える
・地域の大人に質問し、話し合う

⑥状況に応じた適切な避難（２）

３．グループワークの成果を発表する
４．身近な川について大人に質問する

ねらい

内容

11/11 1,2時間目 (1組 90分)
3,4時間目 (2組 90分)

11/25 1,2時間目 (1組 90分)
3,4時間目 (2組 90分)

12/22 5,6時間目
(1,2組合同 90分)

ステップ１

ステップ２

ステップ３

豪雨防災教育プログラムの単元構成
災害情報リテラシー

地理空間情報リテラシー

防災リテラシー

地理情報と洪水リスクをリンク

体験学習によって防災リテラシーを高める



豪雨防災教育プログラムの開発
ワークシート

学習用スライド

学習指導案



実践 ステップ１（2020年11月11日）

・川の特徴と洪水の危険を理解する
・大きな川の洪水対策を知る

学習目標

学習① 大きな川と洪水への備え

学習内容 １．３年次の河川敷学習を振り返る
２．大きな川と小さな川の特徴
３．河川の洪水対策と限界

・大雨による災害を理解する
・大雨の危険についての情報を知る

学習② 危険な雨と情報の集め方

４．いろいろな雨の降り方
５．大雨による災害の危険
６．防災気象情報について

学習目標

学習内容

開発したワークシートを使用した学習（回答を記入する児童）

開発したスライド資料（補助教材）を活用した学習

開発したワークシート（教員用）による学習

開発した学習指導案を使用して授業を進める教員



・ハザードマップで想定浸水深を調べる

学習③ 洪水から身を守る行動（１）

１．洪水と大雨の情報を振り返る
２．YOU@RISKで自宅を探す
３．YOU@RISKで浸水深を調べる

・その場所に応じた大雨時の避難行動を考える

学習④ 洪水から身を守る行動（２）

４．浸水深に応じた判断を学ぶ
５．YOU@RISKで避難場所を調べる
６．YOU@RISKで避難経路を調べる

YOU@RISKを使った学習（一人づつパソコン操作）

学習成果の例（印刷して家庭に持ち帰り、家族に説明）

教員によるYOU@RISKの使い方の学習

YOU@RISKを使った学習（操作中の画面）

学習目標

学習内容

学習目標

学習内容

実践 ステップ２（2020年11月25日）



●お家でも見てみましょう!

あなたの洪水避難
（※ 限定公開・随時改良中!）

１．開く
（授業では）「YOU@RISK」のアイコンをクリック
（あとで見るとき）右の２次元バーコードを読み取る

２．地図のそうさ

地図を動かす:
左クリックした
まま動かします

拡大・縮小:
真ん中のボタン
を回します

元の位置にもどる

けんさく

場所を検索する
えいせいがぞう

地図と衛星画像
を切りかえる

３．自宅を登録する
1) [自宅の場所]をクリック
2) 地図上をクリック

①
②

４．ハザードマップを見る

５．避難場所を選ぶ

1) [3]を

2) 地図の
場所を

3)
を

③

②

同心円
を見る

６．避難経路を見る

②1) [4]を

2) [避難経路]
を

ひなん

避難場所
ひなん けいろ きけん かしょ

避難経路上の危険箇所
かいせつ ひなん

…市が開設する避難できる建物
ふくし ひなん しょう

…福祉避難室(お年よりや赤ちゃん、障がい者等のための別室)あり
ふくし ひなん かいご

…のちに福祉避難所なり、介護が必要な人も受け入れる

すいぼつ かのうせい

地下道・アンダーパス…水没して通行できなくなる可能性がある
ひじょう きけん

橋…………………………こわれたり流されたりして非常に危険
すいぼつ かのうせい

低くなる場所……………水没して通行できなくなる可能性がある

YOU@RISKの操作方法



・状況に応じた避難行動を考える
・グループで避難について話し合う

学習⑤ 状況に応じた適切な避難（１）

１．グループワークの状況付与
２．状況に応じた避難行動について

YOU@RISKを使って考える

・学んだことをまとめて人に伝える
・地域の大人に質問し、話し合う

学習⑥ 状況に応じた適切な避難（２）

３．グループワークの成果を発表する
４．身近な川について大人に質問する

大判地図を使った学習成果の発表

地域住民との交流（児童からの質問に答える住民）

グループワークによる学習の様子

YOU@RISKを使った地域住民との学習（Zoomの活用）

学習目標

学習内容

学習目標

学習内容

実践 ステップ３（2020年12月22日）



2.93 

3.09 

2.67 

3.11 

2.67 

2.37 

3.50 

3.48 

3.28 

3.35 

3.10 

3.36 

①川の特ちょうに応じて、どのような洪水の危険

があるか知っている

②近所の川が、大雨によってどのような危険が

あるか知っている

③大雨のとき、堤防などの川の防災施設がどの

ような働きをするか知っている

④大雨のとき、身近な地いきがどうなるかイメー

ジできる

⑤大雨による災害の危険について、どのような

情報があるか知っている

⑥大雨のとき、災害の危険についての情報の集

め方を知っている

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.11.10）

学習アンケート② （2020.11.12）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=45～50 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習①②」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



2.87 

2.96 

2.91 

2.37 

2.78 

2.65 

3.51 

3.25 

3.22 

2.94 

3.16 

3.08 

⑦ハザードマップを使って、ある場所の想定浸水

深を調べることができる

⑧大雨のとき、身近な地いきの安全な避難場所

がどこか知っている

⑨大雨のとき、通らない方が良い場所がどこか

知っている

⑩大雨などの状況に応じた避難の判断の準備

ができている

⑪数時間後に大雨がふると分かったとき、とる

べき行動を大体決めている

⑫大雨のとき、どのように行動するべきか身近

な人に伝えることができる

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.11.10）

学習アンケート② （2020.11.26）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=46～51 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習③④」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



2.68 

2.84 

3.04 

2.90 

3.24 

2.92 

3.28 

3.12 

3.30 

3.18 

3.50 

3.36 

⑬YOU@RISKを使って色々な状況の避難先や避

難経路を調べることができる

⑭YOU@RISKを使って避難経路上の危険箇所を

調べることができる

⑮大雨時の避難について話し合いで意見をまと

めることができる

⑯大雨時の避難についての考えを地図や文章

にまとめることができる

⑰調べたことや考えを人に伝えることができる

⑱大人に質問したり、大人と一緒に話し合いをし

たりできる

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.12.21）

学習アンケート② （2020.12.23）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=50 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習⑤⑥」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



研究成果の公表（論文）



洪水防災教育プログラム



情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した防災教育

ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ教育の学習環境が整備

ＹＯＵ＠ＲＩＳＫを活用した防災教育プログラムの全国展開

ＩＣＴ教育と防災教育を地理的な視点で融合させる

自らの生活に必要な地理空間情報を正しく読み取って活用する能力は，災害発生時に自ら
の命を守る「生きる力」の育成にも直結する．（日本学術会議地理教育分科会）

災害リスクの空間的把握と避難行動を結び付けた防災

【目的】

【着目】

地理情報を活用したＩＣＴ教材”ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ”の開発

【研究】



地図情報と災害をリンクさせたＩＣＴ教育の実現

※現在は、地域に限定した洪水版、津波版をホームページで公開

ＧＩＧＡスクール構想で整備された情報端末（タブレット型コンピュータ等）を活用し，
地図情報と災害情報（防災気象情報・ハザード情報）をリンクさせた防災教育を
実践するためのＩＣＴ教材”ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ” を開発．（防災科学技術研究所）



ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ （ユー・アット・リスク）

ICT学習ツールを活用した
アクティブ・ラーニングの提案

YOU＠RISK

①YOU@RISKの操作
➡災害のリスクを地図から読み取れ
る、調べ方を習得

（知識・技能）

②条件変更して避難行動を検討
➡状況に応じて考える力、自分の考
えを整理して人に伝える力を獲得

（思考力・判断力・表現力）

避難先・経路の設定

危険箇所確認・検討
学校 地域

連携

③グループ学習・発表
➡アクティブラーニングにより、

学習の理解を深める。
（主体的に学習に取り組む態度）

災害リスクの空間的把握と避難行動を結び付けた防災教育

❶ハザードマップの読図
科学的な「知」と地域の「知」を
ハザードマップから正しく読み
取る能力（地図リテラシー）を
身に付ける.

❷安全確保行動の検討
インタラクティブなＩＣＴ教育ツール
によって、主体的に安全行動を考
える力を身に付ける.

❸マップづくり・発表
グループ学習によって地域の
地図リテラシーを高め、これま
での学習内容と結び付けるこ
とで防災リテラシーの向上を
図る.

防災教育プログラムによる実践と検証 ⇒ 論文化

ＩＣＴ学習

小中学生でも使えるICT教材
全国の学校で使用できる教材

地理空間情報リテラシー 防災リテラシー



豪雨災害時の安全確保行動の検討ステップに従い、各ステップをストーリーマップ
を使用して支援するツール。洪水のリスクを地図上で確認しながら、安全な場所ま
での避難行動を決定するまでのプロセスをタブレットで操作することができる。

ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ（洪水版）の開発

●安全確保行動の検討ステップ
①居場所が安全か

確認する
②どこで過ごすか

決める
③必要な備えを

する
④行動に移す

タイミングを知る

●地域のリスクを理解して安全行動（避難経路）を考える

洪水リスクを理解

避難場所の選択

避難経路の選択

現在地のリスク

地理空間情報リテラシー 防災リテラシー



ＹＯＵ＠ＲＩＳＫ（洪水版_新潟県長岡市）



ステップ１ ・・・事前学習

・川の特徴と洪水の危険を理解する
・大きな川の洪水対策を知る

ねらい

①大きな川と洪水への備え

内容 １．３年次の河川敷学習を振り返る
２．大きな川と小さな川の特徴
３．河川の洪水対策と限界

・大雨による災害を理解する
・大雨の危険についての情報を知る

②危険な雨と情報の集め方

１．いろいろな雨の降り方
２．大雨による災害の危険
３．防災気象情報とその集め方

ねらい

内容

ステップ２ ・・・アクティブ・ラーニング１

・ハザードマップで
想定浸水深を調べる

ねらい

③洪水から身を守る行動（１）

内容 １．洪水と大雨の情報を振り返る
２．YOU@RISKで自宅を探す
３．YOU@RISKで浸水深を調べる

・その場所に応じた大雨時の
避難行動を考える

④洪水から身を守る行動（２）

１．浸水深に応じた判断を学ぶ
２．YOU@RISKで避難場所を調べる
３．YOU@RISKで避難経路を調べる

ねらい

内容

ステップ３ ・・・アクティブ・ラーニング２

・状況に応じた避難行動を考える
・グループで避難について話し合う

ねらい

⑤状況に応じた適切な避難（１）

内容 １．グループワークの状況付与
２．状況に応じた避難行動について

YOU@RISKを使って考える

・学んだことをまとめて人に伝える
・地域の大人に質問し、話し合う

⑥状況に応じた適切な避難（２）

３．グループワークの成果を発表する
４．身近な川について大人に質問する

ねらい

内容

11/11 1,2時間目 (1組 90分)
3,4時間目 (2組 90分)

11/25 1,2時間目 (1組 90分)
3,4時間目 (2組 90分)

12/22 5,6時間目
(1,2組合同 90分)

ステップ１

ステップ２

ステップ３

豪雨防災教育プログラムの単元構成
災害情報リテラシー

地理空間情報リテラシー

防災リテラシー

地理情報と洪水リスクをリンク

体験学習によって防災リテラシーを高める



豪雨防災教育プログラムの開発
ワークシート

学習用スライド

学習指導案



実践 ステップ１（2020年11月11日）

・川の特徴と洪水の危険を理解する
・大きな川の洪水対策を知る

学習目標

学習① 大きな川と洪水への備え

学習内容 １．３年次の河川敷学習を振り返る
２．大きな川と小さな川の特徴
３．河川の洪水対策と限界

・大雨による災害を理解する
・大雨の危険についての情報を知る

学習② 危険な雨と情報の集め方

４．いろいろな雨の降り方
５．大雨による災害の危険
６．防災気象情報について

学習目標

学習内容

開発したワークシートを使用した学習（回答を記入する児童）

開発したスライド資料（補助教材）を活用した学習

開発したワークシート（教員用）による学習

開発した学習指導案を使用して授業を進める教員



・ハザードマップで想定浸水深を調べる

学習③ 洪水から身を守る行動（１）

１．洪水と大雨の情報を振り返る
２．YOU@RISKで自宅を探す
３．YOU@RISKで浸水深を調べる

・その場所に応じた大雨時の避難行動を考える

学習④ 洪水から身を守る行動（２）

４．浸水深に応じた判断を学ぶ
５．YOU@RISKで避難場所を調べる
６．YOU@RISKで避難経路を調べる

YOU@RISKを使った学習（一人づつパソコン操作）

学習成果の例（印刷して家庭に持ち帰り、家族に説明）

教員によるYOU@RISKの使い方の学習

YOU@RISKを使った学習（操作中の画面）

学習目標

学習内容

学習目標

学習内容

実践 ステップ２（2020年11月25日）



●お家でも見てみましょう!

あなたの洪水避難
（※ 限定公開・随時改良中!）

１．開く
（授業では）「YOU@RISK」のアイコンをクリック
（あとで見るとき）右の２次元バーコードを読み取る

２．地図のそうさ

地図を動かす:
左クリックした
まま動かします

拡大・縮小:
真ん中のボタン
を回します

元の位置にもどる

けんさく

場所を検索する
えいせいがぞう

地図と衛星画像
を切りかえる

３．自宅を登録する
1) [自宅の場所]をクリック
2) 地図上をクリック

①
②

４．ハザードマップを見る

５．避難場所を選ぶ

1) [3]を

2) 地図の
場所を

3)
を

③

②

同心円
を見る

６．避難経路を見る

②1) [4]を

2) [避難経路]
を

ひなん

避難場所
ひなん けいろ きけん かしょ

避難経路上の危険箇所
かいせつ ひなん

…市が開設する避難できる建物
ふくし ひなん しょう

…福祉避難室(お年よりや赤ちゃん、障がい者等のための別室)あり
ふくし ひなん かいご

…のちに福祉避難所なり、介護が必要な人も受け入れる

すいぼつ かのうせい

地下道・アンダーパス…水没して通行できなくなる可能性がある
ひじょう きけん

橋…………………………こわれたり流されたりして非常に危険
すいぼつ かのうせい

低くなる場所……………水没して通行できなくなる可能性がある

YOU@RISKの操作方法



・状況に応じた避難行動を考える
・グループで避難について話し合う

学習⑤ 状況に応じた適切な避難（１）

１．グループワークの状況付与
２．状況に応じた避難行動について

YOU@RISKを使って考える

・学んだことをまとめて人に伝える
・地域の大人に質問し、話し合う

学習⑥ 状況に応じた適切な避難（２）

３．グループワークの成果を発表する
４．身近な川について大人に質問する

大判地図を使った学習成果の発表

地域住民との交流（児童からの質問に答える住民）

グループワークによる学習の様子

YOU@RISKを使った地域住民との学習（Zoomの活用）

学習目標

学習内容

学習目標

学習内容

実践 ステップ３（2020年12月22日）



2.93 

3.09 

2.67 

3.11 

2.67 

2.37 

3.50 

3.48 

3.28 

3.35 

3.10 

3.36 

①川の特ちょうに応じて、どのような洪水の危険

があるか知っている

②近所の川が、大雨によってどのような危険が

あるか知っている

③大雨のとき、堤防などの川の防災施設がどの

ような働きをするか知っている

④大雨のとき、身近な地いきがどうなるかイメー

ジできる

⑤大雨による災害の危険について、どのような

情報があるか知っている

⑥大雨のとき、災害の危険についての情報の集

め方を知っている

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.11.10）

学習アンケート② （2020.11.12）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=45～50 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習①②」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



2.87 

2.96 

2.91 

2.37 

2.78 

2.65 

3.51 

3.25 

3.22 

2.94 

3.16 

3.08 

⑦ハザードマップを使って、ある場所の想定浸水

深を調べることができる

⑧大雨のとき、身近な地いきの安全な避難場所

がどこか知っている

⑨大雨のとき、通らない方が良い場所がどこか

知っている

⑩大雨などの状況に応じた避難の判断の準備

ができている

⑪数時間後に大雨がふると分かったとき、とる

べき行動を大体決めている

⑫大雨のとき、どのように行動するべきか身近

な人に伝えることができる

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.11.10）

学習アンケート② （2020.11.26）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=46～51 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習③④」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中



2.68 

2.84 

3.04 

2.90 

3.24 

2.92 

3.28 

3.12 

3.30 

3.18 

3.50 

3.36 

⑬YOU@RISKを使って色々な状況の避難先や避

難経路を調べることができる

⑭YOU@RISKを使って避難経路上の危険箇所を

調べることができる

⑮大雨時の避難について話し合いで意見をまと

めることができる

⑯大雨時の避難についての考えを地図や文章

にまとめることができる

⑰調べたことや考えを人に伝えることができる

⑱大人に質問したり、大人と一緒に話し合いをし

たりできる

**

n.s.

*

**

n.s.

学習アンケート① （2020.12.21）

学習アンケート② （2020.12.23）

【対応のあるｔ検定】 **： １%水準で有意 *：５%水準で有意

N=50 あまり
そう思わない

すこし
そう思うそう思わない

**

豪雨防災教育プログラムの実践_効果測定「学習⑤⑥」

そう思う

長岡市立千手小学校・４年生 ※朱書きは分析中
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