
～災書の瞬間、勢権守る～

褥策の備えと籍錮
子どもたちの命を絶対に守る !

先生向けの防災研修をしていると、そんな熱い気持ちが伝わってき

ます。でも、だからこそ、先生たちに守ってほしいことがあります。

安易に命を投げ出そうとするよりも、より自分の命を守る方法を学

んでほしいのです。安全な場所を素早く探 し出し、こちらに来てと言

える人、より自分を守れるスキルがある人こそ、他人を守ることがで

きます。

今月は地震の瞬間、命を守る話です。

直下で地震が起こった場合、最初から大きな揺れに襲われます。阪

神淡路大震災で揺れていた時間は、わずか 15秒前後。地震と気付いた

ときには、何もできない。それが巨大地震です。

緊急地震速報 (以下、速報)は動けなくなる前に知らせてくれる大

切なッールです。携帯電話で着信できます。散歩に出るときも、携帯

を忘れずに。複数の携帯からアラーム音が鳴ったら、それは速報の口∫

能性が高いです。

着信内容を確認するより前に、安全な場所を見付け、園児を誘導し

てください。揺れ始めたら動けません。その音が聞こえたら抜き打ち

の避難訓練スター トです 1訓練の合図だと思えば、人目を気にせず動

けます。子どもたちも、音を

聞いたら安全な場所を自分で

見付け、身を守るように練習

しておく必要があります。

まずは、速報に楽しい名前

を付けてみてください。あの

音は、怖いものではなく、み

んなを守るためのもの。私は、

防災フアシリテーター
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マモちゃんと名付けたぬいぐるみに

説明してもらっています。

次に、音を聞いたら、上から落ち

てこないか、横から倒れてきたり走

ってきたりするものがないか、瞬時

に確認する練習を。確認後、ダンゴ

ムシでも新幹線でも子どもが好きな

ものに変身して安全な場所に逃げま

|ン ようOそ して、子どもたちが選んだ場所が本当に安全だったか話し

合います。

建造物が倒壊するのであれば、机の下は安全ではありません。耐震

性能によって安全な場所は変わります。ですから、耐震化と家具の同

定で園内を安全にすることは最優先事項です。また、東日本大震災で

は ll・l震構造の場合でも、非構造材である天丼が落下した学校が 1,636

件.さ らに外では震度 5で倒壊するブロック塀、落ちてくる屋根瓦な

ど危険がたくさんあります。地域の人や保護者と一緒に対策を取らな

ければ園児を守ることはできません。先生方の防災スキルを上げつつ、

先生たちだけで頑張らないように。地域の方や保護者と一緒に情報を

共有していきましょう。

震度 5で板状のまま崩れる
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スマホのアプリでも
緊急地震速報を受信できます
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ブロックIFI 重い屋根瓦 1枚 4キロ
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～非常時にも使える～

7ウトト7グツス
防災グッズというと、銀色のバックを思い浮かべる方が多いかと思

います。けれども、その近 くで被災するとは限りません。災害時、役

に立つ物は、毎日使っている物です。それならば、防災グッズ=普段

の保育道具にしてしまいましよう。

緊急地震速報を受信します。

⊂コ量生型l些」 長時間重たい物に体が潰されているとクラッシユ症

候群になります。重たい物をどかして、救助することが死亡につなが

延長保育時や台風などで暗いときに地震。停電で真

っ暗になり動けません。LEDラ イ トは、昔の懐中電灯 と違い、熱 く

なりません。そのため電池の減 りも少なくてすむので、重い単一電池

が不要です。必ず Tl羽 に。また片手が使えないと保育ができません。

LEDヘ ッドライトは、コンパクトでかわいい物も市販されています。

影絵遊びにも使えます。

7/●デリ 子 どもが机の下に避難 した際、フー ドが金具に引

っ掛かってしまい、脱出できなかつたケースがあ ります。そんなとき、

身近にナイフやハサミを持っておきたいです。

ハサ ミやとげ抜 きは、普段から大活躍します。

普段使っている物が災害時に使いたい物なの

で、普段使いをしてみてください。

防災ファシリテーター
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いやすいかチェックしてください。ストラップ等で、体に密着すれば

,「 心が ^体化するので重さを感じません。体から離れて揺れると重 く

れヽ |:る のは、子どもを抱っこやおんぶするときと同じです。

|ライフ リヤ タツト リ 発災後津波がすぐ到着する地域があります。

:[ず は高台に逃げてください。ヘルメットや防災頭巾を園児に素早く

被「,せ るのは難しく、走るとずれて前が見えなくなるとの声も聞きま

1,.ま た、穴の空いていないヘルメットは、津

″セυ)と き、着水で首が絞まります。浮力があれ

ll′ えヽず,|:波 から助かるというものではありま

llスンが、浮力があったので助かったというケー

ム|)′ り〔1祭にはありました。

川
`布

|ヽ1林わりになるライフジヤケットがあ

|)、 高台に逃げた後、装着する訓練をしてい

イ)1中11)あ ります。川では、レスキューのプロ

|)必ずライフジャケットを装着 します。お散

なの内容に川遊びがあるのならば普段から使

,て いただきたいと思います。

|レインコートリ 防寒の知恵の部分は次回お話します。透湿防水素

IJの物であれば、雨や雪遊びでも濡れないし蒸れないので、低体温症

を防ぎます。電気のない災害時、濡れると命に関わります。雨の中を

批州[す る際、保育者は傘をさせません。普段から高性能なアウトドア

|llレ インコー トを使ってみてください。靴も同じ素材の物があります。

水たまりに飛び込んでも濡れないスニーカーは普段から重宝します。

llltit気がなくても寒くない月長装であれば災害時も寒くありません。
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| グユイタ⊃ 防災リュックを用意されているかと思いますが、背負
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を全て用意 しても、非常時には足 りない

防災フアシリテーター
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1(さ 対策も仕組みで党えます。ポイントは水と風と空気

|| '1:い llリリ|、 水にぬれたままだと低体温症になり急速に死に至

|||1 負t化熱で体温が奪われてしまうのでぬれないこと。ぬれた

,1:に オ
′
i林 えることを忘れずに。綿はぬれると保水 します。吸収

|||||'1′ |ヴ )あ るポリエステル、シルクは保水しても放出でき、ウール

tl'7卜 の発熱素材なので汗をかいた程度では体は冷えません。化学

||ヽ .‖|の 発熱素材はこのウールの繊維構造を再現し、発熱しています。

リバイバルシー トも仕組みを知らずに間違って使っている人がい

11,シー トそのものが温かいのではなく、体温を熱源として放射

t 11っ て中の空気と体を温めるものなので濡れて巻いても効果があ

1)lせ ん。また、風速 l lllで体感温度が 1度下がります.風の日は

ルtを 防ぐ服でないと防寒になりません。

ダウンは体温で羽が広が り空気を多く含むから温かくなるものな

グ)で、川Lの近 くに着る方が温かいのです。寒くない格好でいれば災

lil時 も寒 くありません.夏 は逆に衣服に水を付け、空気をためず、

触tを 通すと涼しくなります。

便利グッズは考え:li夫する能力を奪っているのかもしれません。

f^ど もたちに知恵を伝えてください。それが災害に限らず生きる力

そのものを培います。

仕組みを知つて応用する

突然の災liチ l lll蓄 リスト

ものが・・ぃそんなとき役

に、たつのが応用する知恵で

す(,例 えばオムツ。レジ袋

の ド角 2つ を45度 にカッ

トし、布などを中に入れる

とパ ンッタイプオムッに。

レジ袋がない場合はどうす

るかc必要なことは仕組み

を知っていること。オムッ

:

このく`tヽ

〆 まで
｀

肉40・lι
(

イ′わ災害時には園児が赤
ちゃんがえりすること
があります

ます。

自然

ます。

だヽ 6

は防水と吸収の組み合わせでできています。防水であればラップで

も、ゴミ袋でも作ることができます。生理用吉::も 簡易 トイレも防水

と吸収で同じ仕組み。想定外の事態に対応できるのは応用力。仕組

みを知っていれば応用できます。

命を守る防水・防寒

アウトドアの世界では、自然界にあるものを使う矢Π恵があり

けれども、防水になるようなビニール類 (ラ ップや手袋)は、

界のもので代替 しにくいので多めに用意してお く必要があり
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～骰ごともヽうとき役立つ披～

無つも以上鍾漁竃餐饉

で鬱燿鶉聰動心

災害時は、想定内の事態だけでなく、想定外の:事態も必ず起こります。

今とるべき正しい行動は何か、誰も情報をもっておらず、誰も判断をし

てくれないとき、日々の自分の努力を信じて、自らがよりよいと思う行

動をとるしかありません。いざというとき、自分ならできる !と いつも

以 Lに力を発揮できる体の使い方例を紹介します。

0足の裏を地■iに付けたままでいいので、

け手を上に仲ばします(,

②その手は比較のためそのままにして、

手は真横から
｀
卜円を1占 くように 11げ

‐

ださい。

O後から Lげた■のソ∫が高くなります。

手を横から||||す ように |^げると、lf関節ごと手を 11に Lげるので、高

く手が llが りますⅢ猿は本登りのときそうしています。自然界にある

枝は様々なサ|夕 をしているので、このように動く方が体の可動域が広く

枝がつかみやすいからです。自然の中で遊ぶことが多い子は、自然に

この方法を会得しています。高い所に脱出したいときに使えます.

利き手の■の|||を 11に して、相手の下jの Fに入れます。反対の手は相

手の胎Jを llltえ て床に付け、利き手に力を入れず、反対の手の側に伊|れる

ように起こすと軽く人が起こせます。甲をLにすると、手に力が人らな

いので体1申の力がり|き 出されるのです。(図 1)
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相手を後ろに移動させる際は、重心であるおへそに相手の手を合わせ、

‖1手の背後から脇の下を引くのではなく、相手のおへそをり|く と、軽く

1軽 もを抱つこする技

景ι絵のきつねの形に手をつくって、きつねの手のままお尻の下と背中

十 kス_て抱くと子どもが軽くなります。きつねの手だと手に力が人らず

1付↑ごええるからです。その力の入れ方のまま、普通の手の形に戻すと、

|ヽ '腕グ)ノ」を使っていないので、腱鞘炎になりません。図 3)

|さ らしを確亘≡正匹
=□「ヽ,|_σ )｀ lt分の 5mの布があれ

l ll「
|:|)と IF′ 亡、力‐体となり、軽く

||  |、 |

li′1ぃ (ノ )llllll11

||11)、 、、v、 yヽ(■ 1111)eO領L/WatCh?v=CGAIV9aOc2D4 ●しろくま堂北極

1サ | サ||た体の使い方で、皆さんの体の中に、まだ秘められた力が

111 11'II(|´ ていただけたのではないでしょうか ?

)i l11 1、 :||1常 |｀人11の力が出せるというのは、このような力を引き出し

||ヽ 1,′うJ)/1(ノ ,t・ l.1午段からたくさんの自然遊びを通して体の|」

^動
域

11'、 ι).、 い 、`|い う11き は自分の中にある力を信じて、諦めずに命を守

イ)|||力 l11)|||)ご いただければと思います。皆さんならきっと大文夫
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人を動かすことができます。(図 2)
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