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日本財団18歳意識調査  「第１１回 - 災害・防災 -」 自由回答集

学校での防災教育は役に立ったか　( 1:役に立ったと思う/役に立つと思う　2:役に立たなかった/役に立たないと思う　 )

No 性別 災害にあった

経験
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防災教育は

役に立ったか

（Q7　学校での防災教育は役に立ちましたか、あるいは役に立つと思いますか。）

Q8　前問でお答えになった理由をご記述ください。

9 男性 ある 1 軽い地震の際に素早く動けたから。

14 男性 ある 1 緊張感があった

19 男性 ある 1 消火器の使い方をしれたから

20 男性 ある 1 役に立ったと思うから

26 男性 ある 1 なんとなく

32 男性 ある 1 逃げる場所がわかるから

36 男性 ある 1 その知識があるかないかで生死が決まってくると思うから

40 男性 ある 1 説明が良かった

42 男性 ある 1 特になし

49 男性 ある 1 色々知れたから

54 男性 ある 1 特になし

62 男性 ある 1 特になし

69 男性 ある 1 経験したから

72 男性 ある 1 避難場所がわかるから

74 男性 ある 1 何かしら体験をしておくのは有効的である。

79 男性 ある 1 そのような機会でないとなかなか学べないことだから。

80 男性 ある 1 実際役に立ってた

93 男性 ある 1 いざという時に知識があるのとないのでは大違いだと思うから

96 男性 ある 1 しっかりと行えば防災を意識するきっかけになると思う。

102 男性 ある 1 良い

113 男性 ある 1 いざという時の予備知識を得る事ができたと思うから

125 男性 ある 1 その時はふざけていても身についてるからとっさに行動ができる

152 男性 ある 1 何もしないよりは間違いなく役に立つから

155 男性 ある 1 なんとなく

161 男性 ある 1 役に立つ

163 男性 ある 1 基本的動作をしれた

167 男性 ある 1 東日本大震災のときに比較的落ち着いて行動できたから。

171 男性 ある 1 非難の仕方がわかるから

172 男性 ある 1 やらないよりは役に立つと思うから

180 男性 ある 1 いざという時に待っていたら便利だから

182 男性 ある 1 必要でしょ

185 男性 ある 1 経験しておくことで実際に起きた時に落ち着いて行動できるから

190 男性 ある 1 知っていると、いないでは大きな差があるから

192 男性 ある 1 行動する時に何を考えれば良いか理解出来た

193 男性 ある 1 特になし

199 男性 ある 1 基本的なポイントを押さえておける

206 男性 ある 1 学校で防災教育をすることにより、災害が起きたときの行動を自然にとれるようになるから

208 男性 ある 1 東日本大震災のときどう動けばいいか判断できたから

209 男性 ある 1 ある程度の身の安全は自分で守れるようになったと思う

212 男性 ある 1 知らないことがあったから

213 男性 ある 1 災害が起きた際の最低限の行動を教えてくれるから。

220 男性 ある 1 なんとなく

223 男性 ある 1 普段やらないよりも全然いいと思うため

229 男性 ある 1 机の下にしっかり隠れられたから。

236 男性 ある 1
今の高校では授業で地震などの話のとき避難の仕方など、それによる二次災害等危険性を教えてくれる
防災教育はしているので自分は役に立つと思います。

237 男性 ある 1 避難の仕方がわかったから

240 男性 ある 1 自分が学生だった

249 男性 ある 1
訓練において、実際にどこへ逃げればならないのかを知ることができた。特に、集団でいる時の訓練
だったので、なかなか早く避難場所へ行けないことも痛感できたから。

256 男性 ある 1 東日本大震災の際落ち着いて避難ができたから

257 男性 ある 1 なし

263 男性 ある 1 東日本大震災の時にしっかり行動できたから

276 男性 ある 1 特になし

280 男性 ある 1 それまで知らなかったことを知ることができたから。

281 男性 ある 1 少しでも防災教育を受けたことは無駄ではないから

285 男性 ある 1 細かい避難場所など教えられたから

292 男性 ある 1 体験してそう思う

298 男性 ある 1 災害時は慌てず情報収集に努めると聞いて3.11の時に実際に役立ったから

301 男性 ある 1 地震や火事などが起こった際、どのように自分の身を守るかを知ることができた。

305 男性 ある 1 これから気をつける

309 男性 ある 1 ないよりはまし

317 男性 ある 1 実際に地震に対応できたから

329 男性 ある 1 なにかしらやっておくことが大事だと思う。

331 男性 ある 1
3.11の時、実際に避難訓練と同じ動きをすることができた。保護者との引渡しも速やかに行われた。帰
る時も、教わったことに気を付けることができた。

343 男性 ある 1 社会に出たら防災訓練をする機会がないから
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344 男性 ある 1

少なからず役にたったと思います。ただ、実際に起きた時にみんな落ち着いて行動出来るかと言われた
らそこまで出来ないと思うので、もっと緊張感を与えるような訓練をしたら実際に災害が起きても迅速
に行動出来るのではないでしょうか

350 男性 ある 1 東日本大震災のときしっかりと机の下に隠れられた

358 男性 ある 1 練習したから

386 男性 ある 1 身の安全の確保の仕方を教わってきた。

391 男性 ある 1 緊急時に即座に対応できたため

400 男性 ある 1 ない

403 男性 ある 1 色々と学べた。

409 男性 ある 1 小学校の訓練は予告無しだったのでよかった

452 男性 ある 1 特にない

453 男性 ある 1 なんとなく

457 男性 ある 1 スムーズに避難することが出来たから

486 男性 ある 1 知識がついたから

501 男性 ある 1 すぐに逃げれた

512 男性 ある 1 災害の知識を得られたから

515 男性 ある 1 特になし

524 男性 ある 1 最低限身を守ることぐらいは教わった

536 男性 ある 1 3.11の際に速やかに避難できたから

543 男性 ある 1 初動訓練などは身を守るのに大切だと思うから。

547 男性 ある 1 実際に災害が起きた時に自分がどのような対応をすれば良いのかが具体的にわかった

548 男性 ある 1 役にたったから

556 男性 ある 1
何も知らないでいるより、訓練をしておいて実際に災害にあった時に動きなどを思い出しながら行動で
きると思うから。

561 男性 ある 1 意味はあると思うから

569 男性 ある 1 いざと言う時のイメージができたから。

570 男性 ある 1 全く知識がないより少しでも知っている方がいいから

573 男性 ある 1 知識がえれたから

578 男性 ある 1 普段自らやる機会がないため

583 男性 ある 1 助かった

589 男性 ある 1 授業内容がしっかりいている

592 男性 ある 1 普段の防災教育(街などで行うもの)では、あまり詳しい内容までやらないから。

605 男性 ある 1 身を守る手段だから

607 男性 ある 1 実際に地震が起きた時訓練同じ行動をできたため

613 男性 ある 1 東日本大震災の時に役立ったから

617 男性 ある 1 繰り返しやっているから

642 男性 ある 1 常日頃からどのような動きをするかわかるから

659 男性 ある 1 特になし

665 男性 ある 1 避難場所の違いなどを知った

667 男性 ある 1 いつ起きるかわからないことだから

670 男性 ある 1 実際に起こった時に落ち着いて対処できたから

679 男性 ある 1
避難訓練をたくさんやれたから。そのおかげで東日本大震災の際は岩手県にいたが、全員訓練通り避難
できた。

685 男性 ある 1 たのしいので

701 男性 ある 1 もしもの時、パニックにたったり、避難場所や落合場所などを把握することが出来るから。

705 男性 ある 1 安全

707 男性 ある 1 防災について考える機会を得られる

712 男性 ある 1 パニックにならなかった

724 男性 ある 1 役に立つ知識を教わったため

726 男性 ある 1 実際に大震災に遭遇したから

730 男性 ある 1 ルートがわかるから

731 男性 ある 1 特になし

735 男性 ある 1 災害の際の大まかな流れが分かるから

738 男性 ある 1 特になし

741 男性 ある 1 学校での教育がなかったら全く何をするべきか知らなかったから

744 男性 ある 1
何をすべきかを判断する基礎はできたと思うが、その次のどう生き延びるかについては考えられていな
い。ただの避難訓練イベントでしかない時がおおい

747 男性 ある 1 学校で教えないと学校で災害に直面したとき行動ができない

751 男性 ある 1 東日本大震災で役に立った

752 男性 ある 1 身を守る方法が身につくため

758 男性 ある 1 少し落ち着けた

771 男性 ある 1 地震体験車など体験を通して学ぶことができるためとても身になると思う。

773 男性 ある 1 しらないよりまし

774 男性 ある 1 しっかり教えてくれるから

775 男性 ある 1 思い出せたから

782 男性 ある 1
役には立ったが、毎回同じことしかしないので「本当に大丈夫？地震ではなくて未曾有の災害時に対応
できる？」などの疑問に思うことがある。

783 男性 ある 1 避難訓練などは効果があると思う

784 男性 ある 1 非日常的な訓練を味わえるから
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785 男性 ある 1 実際に地震が起きたときに役立ったから

797 男性 ある 1 実際の災害を想定した訓練をしているから。

2 女性 ある 1 学校で非常用の水や食料を貰い、それを今でも持っている。

4 女性 ある 1 知らないと絶対にできないことが多い

6 女性 ある 1 東日本大震災の時に役に立った

12 女性 ある 1 真面目にやったから

21 女性 ある 1 いざという時役に立つ

23 女性 ある 1 少しでも不安が解消されるから。

34 女性 ある 1 避難場所を把握することが出来るため

46 女性 ある 1 基本の考え方にはなった

57 女性 ある 1 何を用意すれば良いか分かる

60 女性 ある 1 逃げ方や消化の仕方の指導があった

76 女性 ある 1 なんとなく

84 女性 ある 1 家族との相談

95 女性 ある 1 これからの為

100 女性 ある 1 やらないよりはやったことがある方が絶対にいい

107 女性 ある 1 日々の意識づけにはなったと思うから。

110 女性 ある 1 大事だから

121 女性 ある 1 訓練を行うことで実際に災害にあったとしても、訓練を思い返して適切な行動を取れると思うから。

127 女性 ある 1 東日本大震災で生かせたから

136 女性 ある 1 どのように行動すればいいのかわかった

141 女性 ある 1 実際に大きな地震があった時に役立ちました

143 女性 ある 1 何かあった時すぐに判断できるから

145 女性 ある 1 何もやらないよりいいと思う

146 女性 ある 1 警察の人からのはなしがあるから

151 女性 ある 1
小4の時、学校の授業中に東日本大震災に遭ったが、クラスの皆は怖がりながらも直ぐに机の下に身を潜
め、けが人はいなかったから。当時、寒空の下で皆で学校の校庭に集まり、先生の支持に従い無事避難
することが出来たから

153 女性 ある 1 冷静な判断ができた

158 女性 ある 1 全くやらないよりはまし

159 女性 ある 1 実際に地震が起こった時に落ち着いて避難できたから。

162 女性 ある 1 特になし

164 女性 ある 1 焦らずに行動する大切さを知ったから

165 女性 ある 1 そのお陰で実際地震の時に困ることなく行動できたから

168 女性 ある 1 実際に教えてもらったことが活用出来たから

170 女性 ある 1 何かあった時にすぐ行動に移せるから

173 女性 ある 1
東日本大震災の際に、教室に子どもたちだけしかおらず大人がいない状況であったが、迅速な避難行動
ができたから。

177 女性 ある 1 基礎はわかったと思うから

183 女性 ある 1 逃げ方などを教えてもらったから

200 女性 ある 1

あまり真面目に避難訓練をやっている人はいないが、避難経路や災害時に窓を開けるのかどうか、など
は覚えられると思う。しかし、実際に東日本大地震を経験しなかったら防災教育の大切さは分からな
かったと思う。

203 女性 ある 1 特になし

204 女性 ある 1 大阪北部地震の時に実際に役に立ったから

226 女性 ある 1 知らなかったことを知れたから

228 女性 ある 1 避難する練習ができるから

231 女性 ある 1 訓練をすることで、避難の仕方を学んだから

235 女性 ある 1 どこに逃げればいいかわかった

241 女性 ある 1 実際に起きた時に落ち着いて行動できたから

246 女性 ある 1 いつかなったときにすぐ動ける

250 女性 ある 1 色々教えて貰えたから。

253 女性 ある 1 実際に東日本大震災の時役に立ったから

255 女性 ある 1 机の下の入るなどを徹底した

260 女性 ある 1
実際に災害が起こった時、どのような事態になるのかは誰も想像が出来ないから、あらゆる危険に備え
て訓練することで少しは不安を取り除けたと思うから。

265 女性 ある 1 最低限すべきことは学べたから

269 女性 ある 1 それ通りに行動できたから

273 女性 ある 1 火災の時や地震の時の対応方法や逃げ方などを最低限知ることが出来るから。

294 女性 ある 1 基本的なことは学べたから

303 女性 ある 1 最低限の知識は教わるため

308 女性 ある 1 なんとなく

310 女性 ある 1 災害発生時に慌てないことなど基本的なことを学ぶことができたから、

314 女性 ある 1 なんとなく

315 女性 ある 1 災害の種類によって、どこへ避難すれば良いのか確認出来たから

319 女性 ある 1 知識がないよりはまし

324 女性 ある 1 なし

328 女性 ある 1 災害時に取るべきある程度の知識は得ることができたと思うから

338 女性 ある 1 知らなかったことや注意するべきことを学んだから
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339 女性 ある 1 震災の時比較的落ち着いて行動できたから

342 女性 ある 1 冷静に対応できるから

353 女性 ある 1 実際に起きた時を想定して行われるから。

354 女性 ある 1 ある程度はなにをすればいいかわかった

361 女性 ある 1 普段家ではやらないから

363 女性 ある 1 なんとなく

366 女性 ある 1 役に立ったから。

382 女性 ある 1 なんとなく

394 女性 ある 1 何も知らないよりはましだと思ったから

408 女性 ある 1 東日本大震災の時、自分たちの判断で行動できたから。

411 女性 ある 1 普段あまり考えないから

422 女性 ある 1 実際に学校で被災したため。

425 女性 ある 1 どんなことでも少しでも災害について知識があれば災害時に役に立つかもしれないから

426 女性 ある 1 全く何も知らないより断然良し

428 女性 ある 1 実際の訓練はきちんと災害の想定をしていると思うから。

436 女性 ある 1 見直せた

438 女性 ある 1 防災訓練がたくさんある

454 女性 ある 1 あると思ったから

456 女性 ある 1 やらないより、知識が増えるから。

459 女性 ある 1 災害時の行動を今、考えておくことで実際に起きた時に対応出来ると思うから。

462 女性 ある 1 東日本大震災の時に実際に役に立ったから。

466 女性 ある 1 防災の基本は学べたから

470 女性 ある 1 はやくにげられるから

474 女性 ある 1 東日本大震災の際に避難訓練があったおかげでスムーズに対応できた。

485 女性 ある 1 逃げ方を教えてもらったから

487 女性 ある 1 逃げ方などは役に立つと思う。

493 女性 ある 1 集団で逃げるにはどんな行動が必要かわかったから

494 女性 ある 1 授業で、地域や家の災害が起こった時のレポートを書いた。たくさん調べた。

503 女性 ある 1 役に立つと思うから

516 女性 ある 1 本当になった時にわかるから

517 女性 ある 1 必要なことを学べるから

525 女性 ある 1 いざというとき少しでも冷静になれるから

530 女性 ある 1 基礎知識が身についたから

535 女性 ある 1 走っちゃダメって知らなかったから

537 女性 ある 1 実際に訓練してなかったら東日本大震災の時もとっさに行動できなかったと思うから

540 女性 ある 1 嫌という程やったから。身に染み付いている。

544 女性 ある 1 そう思ったから

546 女性 ある 1 災害が起こったときに何をすればいいのか教えてもらったから

549 女性 ある 1 知らないことを教えてくれるから

551 女性 ある 1 特になし

554 女性 ある 1 なし

555 女性 ある 1 避難訓練が本格的だったから。

560 女性 ある 1 いざという時に少なくともパニックにはならずに済むと思うから。

574 女性 ある 1 多少は身を守れると思うから

588 女性 ある 1 様々なシチュエーションの災害に応じた避難方法を学べたから

593 女性 ある 1 東日本大震災の際にならったことを実施したから

596 女性 ある 1 ある程度は覚えてるから

599 女性 ある 1 頑張った

601 女性 ある 1 避難訓練は役に立つと思うから

602 女性 ある 1 実際に起きたらテンパるからやっておくべきだと思った

611 女性 ある 1 逃げ方が分かるから。

618 女性 ある 1 どう動いたらいいか分かったから

619 女性 ある 1 学校の下校中に震災を経験したから

621 女性 ある 1 東日本大震災の経験を活用した避難法が教えられたから

629 女性 ある 1 実際に災害にあった時、訓練通り動くことで安全が守られたから

632 女性 ある 1 しっかりしてるから

633 女性 ある 1 東日本大震災の時に、とっさに机の下にもぐるという行動をとれたから

634 女性 ある 1 防災訓練が行われたから

638 女性 ある 1 自分で防災する知識を学べば突然災害が起きた時にすぐに対応することが出来るから。

641 女性 ある 1 何度もするから

644 女性 ある 1 知識が増えた

646 女性 ある 1 実際に行動するから

648 女性 ある 1 実際に起こった時に対応することができるから

650 女性 ある 1 基本的な知識を得ることができた

654 女性 ある 1 おはしということを知った

655 女性 ある 1 対処の仕方が少しわかったから

664 女性 ある 1 大体はわかる。

666 女性 ある 1 なにもしないより動きの基盤ができる

668 女性 ある 1 特になし
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671 女性 ある 1 なんとなく

672 女性 ある 1 してないよりしてた方が実際起きた時に動けそうだから

687 女性 ある 1 基礎は学んだ

690 女性 ある 1 実際東日本大震災の時小学校にいたが、みんな速やかに避難できたから

703 女性 ある 1 覚えている内容が多いから。

750 女性 ある 1 流れがわかる

754 女性 ある 1 地震が起きても冷静だったから

760 女性 ある 1 やることでとっさの行動を正しく行うことができるから

1 男性 ない 1 非常食を買うようになった

13 男性 ない 1 特になし

17 男性 ない 1 何度も学校で避難訓練を経験してきたので、ある程度の知識は身に付いていると思うから。

35 男性 ない 1 非常時の動き方がその時に同じように動けばいいと思うから

37 男性 ない 1 何も知らないよりいいと思ったから

38 男性 ない 1 防災用リュックを用意したところで損はないから

43 男性 ない 1 過去の知識を用いたものなので実際のものに近い体験をできるから

45 男性 ない 1 落ち着いて行動できる

52 男性 ない 1
知らなかったことがあり、このアンケートで知ったことや災害があったときのためにやっといた方がい
いことがわかった

63 男性 ない 1 なし

64 男性 ない 1 なし

70 男性 ない 1 あれがなきゃ知識皆無だったから

73 男性 ない 1 知らないことをしれたと思ったから

94 男性 ない 1 なんとなく

126 男性 ない 1 災害時に対する行動をどのようにすればいいか体に身についたため。

140 男性 ない 1 一応の知識として

142 男性 ない 1 大勢での避難の難しさがわかった

148 男性 ない 1 ない

156 男性 ない 1 避難場所などがわかったから

175 男性 ない 1 いざというときにその行動を取れば良いから。

176 男性 ない 1
当たり前の事でも、実際にその場にいれば行動出来るかわからない。前もって訓練しておくことで、実
際に災害が起こった時も対処出来ると思う

186 男性 ない 1 実際地震で役になった

191 男性 ない 1 まあ、役に立つと思う

202 男性 ない 1 ある程度は知識になるから

205 男性 ない 1 自分からはなかなか知ろうとしないから。

207 男性 ない 1 学校以外ではなかなか機会がないから

214 男性 ない 1 災害の恐ろしさを知ったから

218 男性 ない 1 経路確認など実際にその道を通ってみて覚える事が出来るから

222 男性 ない 1 災害時にどのように動けばいいか、ある程度理解できたから

230 男性 ない 1 なんとなく

239 男性 ない 1 最低限の教育はしている

244 男性 ない 1 特になし

252 男性 ない 1 少しは知識となったから

267 男性 ない 1 防災教育によって東日本大震災で少し焦りましたが、冷静に対処出来たからです

277 男性 ない 1 落ち着くことを実践できそう

279 男性 ない 1 小さい子どもでもこのように行動すれば大丈夫だと思う

282 男性 ない 1 なんとなく

284 男性 ない 1 実用的なため

286 男性 ない 1 避難時のルールを教えて貰ったから

288 男性 ない 1 訓練したから

290 男性 ない 1 教えられた

295 男性 ない 1 対策ができるから

297 男性 ない 1 災害が起きた時は、習ったことをすると思うから。

299 男性 ない 1 役に立った

300 男性 ない 1 心の教育になる

306 男性 ない 1 災害にあったときに最も力を貸すことができるのは学生だと思うから。

318 男性 ない 1 何を準備すればいいのかなど基本的なことが分かったから

321 男性 ない 1 火事、地震などいろいろ体験したから

327 男性 ない 1 防災教育を通じある程度の備えの準備や心構えに役立つと思ったからです。

337 男性 ない 1 火災訓練を頻繁にやっていたから

341 男性 ない 1 何もしないよりはずっと役に立つから

349 男性 ない 1 特になし

351 男性 ない 1 生で声を聞けるから。

355 男性 ない 1 知識で知っている方が少しはパニックになる可能性が低いと思うから

362 男性 ない 1 基本的なことについて知れる

364 男性 ない 1 防災頭巾があったから

365 男性 ない 1 分からない

372 男性 ない 1 なんとなく

373 男性 ない 1 知らないことを知れたから
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378 男性 ない 1 実際を想定した訓練などができたから

384 男性 ない 1 いざという時に動ける

385 男性 ない 1
災害発生時にどのような行動をとるべきか、どんな対策をすべきかある程度は知ることができたと思う
から。

397 男性 ない 1 個人でできる災害対策の基本的なところは学校でいっぺんに教えるのが確実と思われるから

404 男性 ない 1 なんとなく

406 男性 ない 1 やらないよりましかな

416 男性 ない 1 逃げる時の経路確保をしっかり出来る

421 男性 ない 1 学べた

424 男性 ない 1 一通りのながれがわかったから

431 男性 ない 1 いつ起こるかわからないから。

435 男性 ない 1 大きな災害を経験した訳ではないが、防災教育は災害に対する備えとして必要だと考える

437 男性 ない 1 3.11の際パニックにならなかった

442 男性 ない 1 自分の身を守るすべを知ることができたから

447 男性 ない 1 まだなにもしらないよりマシと思うから

455 男性 ない 1 知らないよりは役に立ったとおもうから

463 男性 ない 1 生きるためだ

465 男性 ない 1 災害が起きた時の対処法を説明してくれたから

478 男性 ない 1 逃げる場所をしっている

490 男性 ない 1 なんとなく

504 男性 ない 1 訓練は大事だと思うから

505 男性 ない 1 避難場所を教えてくれたから。

513 男性 ない 1 やるのとやらないのでは違いはいくつかあると思う

538 男性 ない 1 防災に関する知識を得るとともに、防災への意識を高められるから。

550 男性 ない 1 特になし

567 男性 ない 1 災害について知ることができる

571 男性 ない 1 普段は知り得ないような情報を得られたから。

584 男性 ない 1 災害を想定してやることで、災害の時に焦らず行動できるため

586 男性 ない 1 逃げる場所とそこへのルートは確認できているから。

595 男性 ない 1 最低限のことはわかっていると思うから

615 男性 ない 1 前もって訓練しておけば、いざというときに行動しやすくなるから

620 男性 ない 1 実際に動くことが出来た。

624 男性 ない 1 机の下に入るとか学校で習わなかったらこんなの知らないと思う。

625 男性 ない 1 災害の影響が少ない地域に住んでいるが、何が起こるかわからないから

631 男性 ない 1 危機意識を持てたのでよかったと思う

645 男性 ない 1 やらないよりやった方が良い

653 男性 ない 1 何度も行って避難方法を覚えることができるから

677 男性 ない 1 知識があるのとないのとでは行動の安全性に差が出るから。

684 男性 ない 1 なんとなく

691 男性 ない 1 家族との待ち合わせ場所を話し合うきっかけになった。

693 男性 ない 1 新たな知識

699 男性 ない 1 何も知識がないよりは災害が起こった当日の行動を考えることができる

702 男性 ない 1 災害時にとるべき行動を教えてくれるから。

709 男性 ない 1 何が起こるかわからないから

711 男性 ない 1 様々な場面で行われたから

715 男性 ない 1 緊張感を持って行えたから。

717 男性 ない 1 実際にあったときに練習通りに行えば自分の身は守れるから

721 男性 ない 1 意識向上

737 男性 ない 1 いざという時にどう言う行動を取るべきかを学べたから

746 男性 ない 1
学校でやらなければ防災に関心を持つことがなく、実際の災害が発生した際に知識を基にして行動でき
るようになるから

763 男性 ない 1 必要な情報をかいつまんで

765 男性 ない 1 ない

767 男性 ない 1 大事なことを教えてくれるから

770 男性 ない 1 やらないよりは良い。本当に災害が起こったとき、訓練を経験してるしてないで本当に変わる

776 男性 ない 1 なし

777 男性 ない 1 気を付けることがわかるから

779 男性 ない 1 避難の際のイメージトレーニングになった

786 男性 ない 1 日頃訓練する機会が無いから、ないよりあった方がいい

787 男性 ない 1 冷静な判断ができるようになった

788 男性 ない 1 なし

793 男性 ない 1 少しは防災について知ることができたから

796 男性 ない 1 災害を考える切っ掛けとなった

3 女性 ない 1 経験は大切

10 女性 ない 1
家からは遠いが、学校で水道局へ行って水を汲んだから。学校で災害が起きた際の想定訓練を行ったか
ら。

27 女性 ない 1 練習しとけば役に立つと思うから。

28 女性 ない 1 どのような土地が自然災害(洪水や浸水など)を回避しやすいか学べたから。

50 女性 ない 1 なんとなく
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53 女性 ない 1 いざと言う時に頭に知識が入っていればあとは体さえ動かせばいいから。

55 女性 ない 1 ない

56 女性 ない 1
役に立たなきゃ教育している意味がないし、行動を守ることで自分や他人の命を救うことが出来るかも
しれないから

58 女性 ない 1 訓練の始まりの合図に放送で爆発音が流れるので、訓練が私にとって恐ろしいものになったから。

82 女性 ない 1 どこに逃げればいいか知ることができる。

98 女性 ない 1 しないよりはした方がいいと思った

99 女性 ない 1 避難の仕方最低限学べたからね

103 女性 ない 1 おはしなど、役に立つ！

109 女性 ない 1 実際に起きた時にどこにどのような形で避難すればいいのかわかったから

111 女性 ない 1 なんとなく

112 女性 ない 1 予想できる範囲の災害には有効だと思う

116 女性 ない 1 実際起こったときに何をすべきなのかを知れた

117 女性 ない 1 特になし

118 女性 ない 1 習わなければどう動けばいいか誰もわからないと思うから

128 女性 ない 1 今後のため

131 女性 ない 1 知識だけでも頭に入れておくことは大事だから

133 女性 ない 1 団体行動のため

135 女性 ない 1 何も知らないよりはましだから

137 女性 ない 1 阪神・淡路大震災が起こった地に住んでいるからこそ詳しい対策を教えてくれたから。

138 女性 ない 1 落ち着いて行動できる

147 女性 ない 1 冷静に行動出来ているから

149 女性 ない 1 やることで想像はできるからまったく知識がないよりは役に立つと思う

150 女性 ない 1 なんとなく

157 女性 ない 1 安全だから

181 女性 ない 1 学校で災害があった際に、どのように動けばいいのかとりあえず1度経験できるから。

184 女性 ない 1 地震の時や火災の時などの逃げ方がしっかりしている

189 女性 ない 1 本当に災害があったら焦らずに出来そうだから

195 女性 ない 1 学生のうちから知識を入れておいたほうがいいと思ったから

211 女性 ない 1 何をしたらいいのか役に立つ

217 女性 ない 1 色々知れた

225 女性 ない 1 これから先役に立ちそうだから

227 女性 ない 1 いざとなったときどうすればいいかがわかるから。

238 女性 ない 1 普段やらないことができるから

243 女性 ない 1 集団で動くので多少は意味があると思う

259 女性 ない 1 なんとなく

264 女性 ない 1 わかりやすかった

266 女性 ない 1 一応役立つと思ったから

268 女性 ない 1 しっかり教えてくれるから

270 女性 ない 1 シミュレーションができたから

307 女性 ない 1 知識として頭に入っているから。

311 女性 ない 1 知らないよりはいいから

312 女性 ない 1 いざと言う時に役に立つ

313 女性 ない 1 他では学べないから。

316 女性 ない 1 防災に対する意識の向上があると思うから。

325 女性 ない 1 避難訓練

326 女性 ない 1 事前予告無しの訓練は役に立ったと思うから

330 女性 ない 1 学校で地震があった時に訓練通りできた

335 女性 ない 1 なんどもやっているから

340 女性 ない 1 行動を振り返ることができるから

347 女性 ない 1 いざと言う時にどう動くべきか体が覚えているから

352 女性 ない 1 なんとなく

367 女性 ない 1 いざとなったらどう動けば良いかが、学べた

369 女性 ない 1 おそらく

374 女性 ない 1 実際に起きた時に役に立つから

376 女性 ない 1 実際に模擬訓練をした時があったから

379 女性 ない 1 子供にもわかりやすく説明されたから

387 女性 ない 1 どのように動けばいいのかを知ることができたから

392 女性 ない 1 大体避難する時やるべきことがわかる

395 女性 ない 1 地震が起きても、あわてずに机の下に隠れたり、避難経路を確保したりすることが考えられるから。

399 女性 ない 1 やらないよりはマシだと思うから

402 女性 ない 1 どういう時にどこに逃げるか教えられていたから

412 女性 ない 1 やるべき最低限のことであると思うから

418 女性 ない 1 避難訓練を何度もしたから。

423 女性 ない 1 少しでも動き方が分かればマシだと思う

429 女性 ない 1 基礎知識として得ることができたから。

445 女性 ない 1 災害時の対策の基礎を学んだから。

446 女性 ない 1 全くわからないので少しでも何をしたら良いのか知識を得れたから

460 女性 ない 1 まだ実践したことないけどこれから活用できそうだなって思ったから
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471 女性 ない 1 東日本大震災の時にちゃんと避難できた

472 女性 ない 1 災害にあったことを想定をすると咄嗟に思いつくのは学校で習ったことだから。

475 女性 ない 1 実際に災害が起きても落ち着いて判断ができると思うから。

479 女性 ない 1 毎年しているから

491 女性 ない 1 学生のうちに災害について学べるのは良い機会だとおもう

495 女性 ない 1 何もわからないより良いから

497 女性 ない 1 何も災害対策をしないのと多少してあるのでは違うから

511 女性 ない 1 知らなかったことを知れたから

527 女性 ない 1 知識を得る機会はふつうに生活していると少ないため、学校での教育は大切だと思うから。

529 女性 ない 1 なんとなく

532 女性 ない 1 訓練をしていないと本当の災害にあった場合、冷静な判断をすることができないから

533 女性 ない 1 役に立ったから

534 女性 ない 1 被災時に慌てず迅速な対応が出来、死人とかを出さない為

542 女性 ない 1 実際と同じ緊張感でやっているから

545 女性 ない 1 避難場所などわかったから

553 女性 ない 1 やらないよりいいから

558 女性 ない 1 いざと言う時に動けるから

559 女性 ない 1 少なからず予行練習になっているので、災害時に対応出来ると思う

562 女性 ない 1 実際にあった時に迷わないで行動出来るから。

564 女性 ない 1 災害時の逃げ方などはしっかり身についているから

565 女性 ない 1 練習になる

568 女性 ない 1 避難の仕方が分かったから

581 女性 ない 1 実際に東日本大震災のときに防災訓練のおかげで助かった人がいることを知ってるから

582 女性 ない 1 今現在も覚えているから

587 女性 ない 1 ハンカチを持つことが多くなった

590 女性 ない 1 そんな気がする

594 女性 ない 1 おもう

598 女性 ない 1 全くやってないよりは役に立つと思う。

600 女性 ない 1 地震が来た時に活かせた

609 女性 ない 1 いざと言う時にパニックに陥らずに冷静に判断し行動できると思うから

610 女性 ない 1 対策を知ることができたから

622 女性 ない 1 自分の命は自分で守らないと、みんな自分のことで手一杯で人助けをする余裕なんてないと思うから。

623 女性 ない 1 実際に学校にいる時に地震が起きたことがあり、落ち着いて行動できたから

628 女性 ない 1 ある程度の知識ははいった

637 女性 ない 1 なんとなく

639 女性 ない 1 最低限の知識は得られたと思う

643 女性 ない 1 大人数で移動することで考えられる

651 女性 ない 1 避難訓練とか

652 女性 ない 1 地震等が起きた時にどうすればいいのかを学べた

656 女性 ない 1 危ないと理解できた

660 女性 ない 1 小さい頃から防災意識を身に付けることができるから。

661 女性 ない 1 毎年されていて、よく覚えているみんなが同じことをするためパニックにならない

662 女性 ない 1 やらないよりはまだ避難に対して想像することが出来たから

663 女性 ない 1 防災対策をした

674 女性 ない 1 避難訓練をするから

675 女性 ない 1 何も知らないよりはいい

680 女性 ない 1 何も教育を受けないよりかはいいと思うから

681 女性 ない 1 いざとなったときにどうすればいいかとか学べたから

682 女性 ない 1 食料は3日分いることを知った

683 女性 ない 1 なんとなく

686 女性 ない 1 地震がちゃんと収まってから建物から出て広い場所に避難する事を知れた

694 女性 ない 1 なんとなく

695 女性 ない 1 避難の仕方や津波のことについての説明などがあったから

698 女性 ない 1 少しだけでも知識が増えたため

704 女性 ない 1 何を準備したら良いのか教えてくれたから

714 女性 ない 1 何も学ばなかったらほんとに地震が来た時に行動に移せないと思うから

718 女性 ない 1 知る機会になった

734 女性 ない 1 地震が来た時に安全に対処できそう

740 女性 ない 1 基本的なことだから

5 男性 ある 2 役に立つようなことはしていない

8 男性 ある 2 なんとなく

16 男性 ある 2
学校の避難訓練はただの集団活動の練習のようなもので、避難指示に関しては糞の役にも立たなかった
から。そしてもう学生では無いので。

31 男性 ある 2 形式だけで、私語禁止などの徹底もなく、緊張感がなかったから。

44 男性 ある 2 実践的でなかったため。

59 男性 ある 2 同じパターンしかない

67 男性 ある 2 訓練の訓練をしてる

71 男性 ある 2 特に無し

92 男性 ある 2 なし
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104 男性 ある 2 実際は学校以外で起こる可能性の方が高いから。

120 男性 ある 2 まずやってない

123 男性 ある 2

生徒のやる気がないのは勿論。実際に大きな地震が起きれば爆発、火災が発生する。そんな時に、この
道を通ってなんて通用するはずがない。しかも、運動場に集合し、消防士さんが全校生徒の前で消火器
の説明しているが、見えるわけがない。防災教育に対してやる気のない生徒がいるのも原因だが、学校
側も毎年やる行事程度にしか思ってないんじゃないだろうか

129 男性 ある 2 あまりにも小規模の対策すぎるため。

196 男性 ある 2 今までそこまで大きな災害を経験していないから

210 男性 ある 2 本番を想定していない

258 男性 ある 2 避難訓練などをやらされてる感があったから。

278 男性 ある 2 リアル感がない

283 男性 ある 2 緊張感がない

320 男性 ある 2
前日に避難訓練ありますよー。って言われ、災害はいつくるこわかりません。急に言わないと何の意味
もないから

322 男性 ある 2 地震が起きた時の身の守り方だけだったので、あまり役に立たないと思う

323 男性 ある 2 何も教えられていないから

332 男性 ある 2 実際地震が起きた時は下校途中だったのでもっとさまざまな場面を想定して行うべきだと思います。

334 男性 ある 2 緊張感がない

356 男性 ある 2 地域ごとの避難場所や避難所などの知識は、教えてくれないから。

360 男性 ある 2 覚えていないし、定期的にやらないと忘れてしまう

380 男性 ある 2 特にない

413 男性 ある 2 うるさかったのを全体で指摘しなかったり、年に一度しか行わなかったり（高専）するため。

414 男性 ある 2 いざというときには忘れてしまうから

415 男性 ある 2 緊張感がない

419 男性 ある 2
避難訓練は日中に行われたが、熊本地震が発生したのは夜間だったため、自宅でどのような行動をすれ
ばよいのかよくわからなかったので

430 男性 ある 2 想定内に考えすぎて、想定外のことが起きたとき上手く対応できなくなるから

432 男性 ある 2 教育の仕方が間違っている。

434 男性 ある 2 なし

439 男性 ある 2 何がしたいのか分からなかった。どこに逃げればいいかわからなかった

449 男性 ある 2 覚えていない

464 男性 ある 2
防災教育では想定外を考慮しないため役に立たないと思った。昨今起きている災害のほとんどは想定外
と言われており、防災教育そのものが緊張感のないものだった。

476 男性 ある 2
危機感が備わっていない人が多く周りにのまれがちな人だと一切そのようなちゃんとした行動は取れな
いと思うから

482 男性 ある 2 不十分

483 男性 ある 2 なし

506 男性 ある 2 練習という意識が強すぎて、適当だから。

508 男性 ある 2 立たなかったから

521 男性 ある 2 当日落ち着いて行動できるとは限らないから。

603 男性 ある 2 なんとなく

657 男性 ある 2 生きた

692 男性 ある 2 使う場所がない

713 男性 ある 2 避難訓練が現実的でない

719 男性 ある 2 なし

733 男性 ある 2 練習よりもリアルはいろんな状況という意味百倍でひどい

742 男性 ある 2 リアリティに欠けるから

743 男性 ある 2 あくまで訓練であり、危機感を感じない。

748 男性 ある 2 いざとなったら行動できるかわからない

749 男性 ある 2 実際に行動できると思わない

761 男性 ある 2 緊張感がなかったから。

762 男性 ある 2 もうその学校に通ってないため

764 男性 ある 2 ありきたりの内容だから

781 男性 ある 2 学校にいるときに災害が起こる前提の訓練では、限度がある。

792 男性 ある 2 本当に起きたらと思ってみんなやってないから

794 男性 ある 2 実際使ったことない

798 男性 ある 2 生徒も教員も不真面目な人しかいなかった

11 女性 ある 2 覚えていない

68 女性 ある 2
学校で行う訓練は毎回同じ設定になっているため、設定と同じ時に災害が起きれば対策できるが、それ
以外の場面で起こった時に対応に困る人も多くいるから

106 女性 ある 2 具体的でないから

108 女性 ある 2 詳しくない

114 女性 ある 2
予測できる時間帯(授業終了直後)にしか訓練を行わないために、急な避難への対策にはならないと思っ
たから。

115 女性 ある 2 以前起きた地震の際に、特に役に立たず、自らの考えに沿って行動したから。

122 女性 ある 2 やらされている感を強く感じたから

134 女性 ある 2
「食堂で火災が発生しました」と言いながらも食堂を通って校庭に出たりする。あとで避難経路を確認
したら外に出るためには必ず食堂を通らないといけないマップだった。

144 女性 ある 2 正確ではなかった
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179 女性 ある 2 実感がわかない教育。

219 女性 ある 2 教育の内容をあまり覚えていないから。

221 女性 ある 2 特に何もしてないから。

234 女性 ある 2 東日本大震災を経験し，全く想定外すぎて，避難訓練のように冷静になんて動けないから

245 女性 ある 2 真剣に行われていない気がするから

271 女性 ある 2 どんどん身の回りの環境が変わってきていて対応も変わってきているから

272 女性 ある 2 特にない

275 女性 ある 2 小学校で東日本大震災を経験したが、避難訓練の通りに物事が進まず、怖い思いをしたため。

287 女性 ある 2 先生がなってなかった

291 女性 ある 2 特に防災教育を受けた記憶が無いから。

357 女性 ある 2 実際に大地震に2回体験して教育など全く役にたたない。

383 女性 ある 2
学校内で災害にあった場合等は習ったが家にいたり外にいた場合の方法は習っていないため実際活かせ
るかというと微妙だと思う。

389 女性 ある 2 詳しい授業がなかったため

405 女性 ある 2 避難訓練くらいしかなくもっと詳しく危険性などを教えるべきだと思う

417 女性 ある 2 真面目にしていないから

443 女性 ある 2 あまり印象に残っていないから

444 女性 ある 2 適当だったから

448 女性 ある 2 喋ってるだけ無意味

450 女性 ある 2
学校での防災教育はあくまでも学校で起きた時のことを想定してやっているのであって実際に起こった
時に違う状況だったら役に立たなくなると思ったから。

451 女性 ある 2 ふざけている子が多かったり、真剣に取り組んでる子が少ないと思う。

461 女性 ある 2 年に数回あるかないかぐらいで、いざという時に動けるわけない

467 女性 ある 2 大したことをしてない

468 女性 ある 2 危機感を持ってみんなしていないから

477 女性 ある 2 覚えていないから

480 女性 ある 2 本番はみんなあたふたするから

488 女性 ある 2
学校にいるときにおこることを想定しているので家や外にいる時にどう動くかははっきり習っていない
から

496 女性 ある 2 あまり覚えてない

507 女性 ある 2 基礎的な部分しか学習せず、不十分

509 女性 ある 2 本当に災害が来たときは訓練のように落ち着いていられないから

520 女性 ある 2 学校での避難訓練は皆真剣にやっていないから。

528 女性 ある 2
体育館などに集められて狭い中理論的に言われても疎いとしか思わないこんなに講演をしてるのに災害
死亡者数が減らないので説得力がない

539 女性 ある 2 実際に大規模地震に遭ったことがないから

557 女性 ある 2 遊んでいるから

577 女性 ある 2 実践的ではないから

591 女性 ある 2 分からない

612 女性 ある 2 まだ大きな災害にあったことがないから

626 女性 ある 2 十分な内容ではない

630 女性 ある 2 もっと細かく教えて欲しい

676 女性 ある 2
防災訓練があると事前に予告されることによって、緊張感がないから。防災訓練をする時間帯がいつも
決まっているから。

700 女性 ある 2 真面目にやらなかったから。

720 女性 ある 2
学校から逃げる際は役に立つと思うが、その後どう行動するかなど学校から出た後の行動は訓練しない
ので実際に起こった時、結局役に立たないと思う。

7 男性 ない 2 校庭にいくだけだから

18 男性 ない 2 ふざけている人がいたりするから訓練になっていない

29 男性 ない 2 なし

33 男性 ない 2 今住んでいる地域とは全く異なるから

41 男性 ない 2 なし

48 男性 ない 2 特になし

61 男性 ない 2 みんなふざけすぎ。内容ためにならない

65 男性 ない 2 学校で行う避難訓練は事前に予告があるため、本当の災害の時には使えなさそうだから。

81 男性 ない 2 勿論役に立つ事もあるが、もっと役立つ情報を学校で発信するべきだと思う。

83 男性 ない 2 大して受けていない

85 男性 ない 2 担任がそこまで教える気がなさそうだったから

87 男性 ない 2 今まで役に立ったことがないから

88 男性 ない 2 やらされている感じが強かった。

89 男性 ない 2 特になし

101 男性 ない 2 試していない

105 男性 ない 2 真面目に取り組んでいる人が少ないように思われるから。

132 男性 ない 2 防災訓練は前もって知らされているが、実際に起きる災害はいつ起きるかわらかないから。

160 男性 ない 2 特にない

166 男性 ない 2 忘れた

174 男性 ない 2 あまり実感が湧かなかった

178 男性 ない 2 パニックになる

188 男性 ない 2 実際は違うと思う
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194 男性 ない 2 ない

197 男性 ない 2 緊張感がなかった

201 男性 ない 2 避難場所が適切でないから

215 男性 ない 2 ない

216 男性 ない 2 実際の災害がどのようなものなのか想像できないから

242 男性 ない 2 経験しないとわからないから

248 男性 ない 2 実際につかったことがないのでわからない

251 男性 ない 2 わからない

262 男性 ない 2 災害の時に何処にいるのかで対策が変わるが、場所によっての行動が分からない

289 男性 ない 2 みについてない

293 男性 ない 2 十分な防災教育を受けていないから。

296 男性 ない 2 学校でのみ役に立つ訓練だったから

304 男性 ない 2 知らない

345 男性 ない 2 印象に残っていないから。

348 男性 ない 2 忘れる

370 男性 ない 2 指導が適当

371 男性 ない 2 てきとうだから

388 男性 ない 2 あまり徹底してなかったから

396 男性 ない 2 緊張感がない

420 男性 ない 2
実際起きた時に教わった通りに動けるとは思えないから。また、指示通り動いて亡くなられた方も多く
いるから

427 男性 ない 2 災害がないから

458 男性 ない 2 なし

473 男性 ない 2 めんどくさいと思うようなことだったから

481 男性 ない 2 緊張感がないから

492 男性 ない 2 訓練通りに事が進むわけがないから

510 男性 ない 2 みんなパニックになってしまうと思うから

519 男性 ない 2 なんか違う

522 男性 ない 2 ハザードマップでは津波が到達する地域に住んでいるが、地形的にありえないから。

566 男性 ない 2 ふつう

579 男性 ない 2 地元が富山県で災害がほとんどないから。

580 男性 ない 2 ない

585 男性 ない 2 詳しく教えてもらわなかったから

616 男性 ない 2 学校は使えないから

635 男性 ない 2 覚えてない

636 男性 ない 2 ない

640 男性 ない 2 忘れてしまっていることが多い

647 男性 ない 2 現実味がなかった

669 男性 ない 2 ない

673 男性 ない 2 ない

689 男性 ない 2
小学生までは真面目にやっていることが多いが、中学生以降からは真面目にやらないためか意味を為し
ていないのではないかと思うから

696 男性 ない 2 もう少し実践的な方が良かった

697 男性 ない 2 知らないから

706 男性 ない 2 意味が無い

708 男性 ない 2 なし

710 男性 ない 2 あまり覚えてないから

716 男性 ない 2 もう少しリアルを出さないといけないと思う

722 男性 ない 2 とくに

725 男性 ない 2 真面目に参加してない人が多い

727 男性 ない 2 忘れてた

728 男性 ない 2 気持ちが入ってないから

729 男性 ない 2 あまり知識が定着した感じはしないから

732 男性 ない 2 火災などでパニックになった人間が適切な行為を行えるとは思わない

736 男性 ない 2 ない

739 男性 ない 2 なし

753 男性 ない 2 押さないで走らずに歩いてただけだから

755 男性 ない 2 大規模な災害で役に立つと思わなかった

756 男性 ない 2 マンネリ化を感じる

759 男性 ない 2 特になし

766 男性 ない 2 あんまり行った覚えがないから。

768 男性 ない 2 授業が潰れるだけで全然集中する環境ではなかったから。

769 男性 ない 2 机上の空論

772 男性 ない 2 リアリティーがないから

778 男性 ない 2 少なからずルールやマナーは覚えているはずだから。

780 男性 ない 2 校内でしか役に立たない

789 男性 ない 2 緊張感がない

790 男性 ない 2 みんなに危機感がないから

791 男性 ない 2 特に何もしていないなら



2019/3/5

日本財団18歳意識調査  「第１１回 - 災害・防災 -」 自由回答集

学校での防災教育は役に立ったか　( 1:役に立ったと思う/役に立つと思う　2:役に立たなかった/役に立たないと思う　 )

No 性別 災害にあった

経験

学校での

防災教育は

役に立ったか

（Q7　学校での防災教育は役に立ちましたか、あるいは役に立つと思いますか。）

Q8　前問でお答えになった理由をご記述ください。

795 男性 ない 2 家にいることが多いから

799 男性 ない 2 災害が起きていないから

800 男性 ない 2 まだそのけいけんがないから

15 女性 ない 2
曖昧な教育で、理解が深まる教育ではないと思ったので、自分でさらに理解を深めるために勉強をした
ので、今後の子供たちには、もっと詳細な危機感を持った理解がより深まる防災教育をして欲しいと思
う。22 女性 ない 2 気が抜けているから

24 女性 ない 2 緊張感が足りなかった

25 女性 ない 2 特に避難訓練はまじめにやっている人が少ない印象がした

30 女性 ない 2 基礎しか教えてもらえなかったから

39 女性 ない 2 災害が起こったことがないから

47 女性 ない 2 みんなふざけてるから

51 女性 ない 2 真面目に取り組んでいる生徒が少ないように思うから

66 女性 ない 2 本当に非常事態になったとき学校で習ったことを冷静になって思い出せるとは思わなかったから。

75 女性 ない 2 実際に起きてないから危機感がない

77 女性 ない 2 なし

78 女性 ない 2 体験してない

86 女性 ない 2 実際に災害が起こった時、みんなパニックで訓練の時みたいにうまくいかないと思うから。

90 女性 ない 2 まじめにやってる人は少なかった

91 女性 ない 2 分からないので

97 女性 ない 2 いい

119 女性 ない 2
毎年学校で避難訓練はやるが、それは形だけであり、内容の薄い訓練なので実際に災害がおきても役に
立たないと思う。

124 女性 ない 2 まだまだだから

130 女性 ない 2 てきとう

139 女性 ない 2 真面目な雰囲気ではなかったのであまり真剣に取り組まなかった

154 女性 ない 2 結局想定外のことが起こってしまったりするから

169 女性 ない 2 ちゃんとやってないから

187 女性 ない 2 旧時代の防災内容且つ手抜きで肝心な事を叩き込ませる気がない

198 女性 ない 2 よくわからないので

224 女性 ない 2 忘れてしまった

232 女性 ない 2 特になし

233 女性 ない 2 本当に災害時こう出来るのか不安

247 女性 ない 2 学校内だけでだったから

254 女性 ない 2 埼玉県はなんだかんだ災害被害があまりない

261 女性 ない 2 真面目に取り組んむ姿勢が全体的にないから

274 女性 ない 2 いつも同じ授業だったから。

302 女性 ない 2 静かにしてるかしていないかだけにこだわって、毎度注意を受けていたから。

333 女性 ない 2 大人になった時まで、防災教育で学んだことを覚えているか不安だから

336 女性 ない 2 学校て教えて貰っても実際に使えるかと言われたらわからないから

346 女性 ない 2 きいてない

359 女性 ない 2 まだわからない

368 女性 ない 2 実際に起きてみないとわからないから

375 女性 ない 2 けいけんがないから

377 女性 ない 2 特になし

381 女性 ない 2 実際に経験するのと、訓練ではやっぱり緊張感が違うし、焦ってしまうと思うから

390 女性 ない 2 うまくいかない

393 女性 ない 2 実際に起ったらパニックになる

398 女性 ない 2 訓練が浅い

401 女性 ない 2 ただ校庭に避難するだけなので

407 女性 ない 2 学校では友達といるため真面目にやらない

410 女性 ない 2 学校の教えが適当だったから

433 女性 ない 2 記憶に残ってない

440 女性 ない 2 本当に起こったことがないから

441 女性 ない 2 運動場まで移動するだけだから。

469 女性 ない 2 特になし

484 女性 ない 2 ない

489 女性 ない 2 実際はそんなに上手にいかないと思うから

498 女性 ない 2 とくになし

499 女性 ない 2 学校の生徒は本当に災害が起きたことを考えて訓練などしていない

500 女性 ない 2 教育される前にも知っていたから

502 女性 ない 2 避難訓練のときにおしゃべりをしてる人などがいたから

514 女性 ない 2 記憶にない

518 女性 ない 2 本当に災害が起こった時に避難訓練のように避難できる気がしないから

523 女性 ない 2 ただやってるだけだから。

526 女性 ない 2 実感が湧かないから

531 女性 ない 2 緊張感がなかったから。避難訓練中喋っている友達もいた。

541 女性 ない 2 パニックになる

552 女性 ない 2 経路は分かるが、本当に災害があったときに同じ行動が出来るとは限らない

563 女性 ない 2 そこまで詳しく防災教育ができていなかったから
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学校での防災教育は役に立ったか　( 1:役に立ったと思う/役に立つと思う　2:役に立たなかった/役に立たないと思う　 )

No 性別 災害にあった

経験

学校での

防災教育は

役に立ったか

（Q7　学校での防災教育は役に立ちましたか、あるいは役に立つと思いますか。）

Q8　前問でお答えになった理由をご記述ください。

572 女性 ない 2 話をあまり真面目に聞かないから

575 女性 ない 2 学校での避難訓練は山のある地域で行われていたが、進学した通学先は海のある地域だから。

576 女性 ない 2 なし

597 女性 ない 2 おもに学校にいるときの行動になるから

604 女性 ない 2 予告されてたら意味がないと思う

606 女性 ない 2 あまり関係ないことをするから

608 女性 ない 2 防災グッズのことや学校以外のときに地震が起こったときの行動などについては教えられてないから

614 女性 ない 2 あんまり印象に残ってない

627 女性 ない 2 あまり学校で防災教育をされた覚えがない

649 女性 ない 2 ほとんど忘れてる

658 女性 ない 2 真面目に行う人が少ない

678 女性 ない 2 緊張感があまりなかった。

688 女性 ない 2 ほぼなかったから

723 女性 ない 2 意義を教えないから。形だけだった

745 女性 ない 2 すぐに忘れるから

757 女性 ない 2 ちゃんと受けてない


