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4 地震・津波防災教育のための資料一覧
3 章にとりまとめた授業計画案で用いた資料の一覧を以下に示します。またこの手引きに掲載されていない独
自の津波防災授業を企画・実践する際にも活用してください。

4.1 動画一覧
(1) 2011年東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）の津波襲来の様子に関する動画

【動画-01】 [4:38]
2011年東日本大震災（ 岩手県釜石市）
【１】「津波によって街が壊滅する様子」

【動画-01】 [0:38]
2011年東日本大震災（ 岩手県宮古市）
【２】「津波が堤防を越える様子」

【動画-01】 [0:40]
2011年東日本大震災（宮城県仙台市）
【４】「津波が内陸まで襲来する様子」

【動画-01】 [0:56]
2011年東日本大震災（宮城県名取市）
【５】「津波が何波も押し寄せる様子」

(2) 2004年インド洋津波襲来の様子に関する動画

【動画-02】 [2:10]
2004年インド洋津波
【１】「海岸到達の様子」

【動画-02】 [0:44]
2004年インド洋津波
【３】「引き波の様子 」

【動画-02】 [0:32]
2004年インド洋津波
【２】「瓦礫が流れる様子」

【動画-02】 [2:57]
2004年インド洋津波
【４】「押し波の様子」

【動画-01】 [2:39]
2011年東日本大震災（宮城県気仙沼市）
【３】「津波が街中に襲来する様子」
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(3) 想定東海・東南海・南海連動地震が発生した場合の津波シミュレーション結果に関する動画

【動画-07】 [1:00]
想定東海・東南海・南海連動地震津波sim
【１】「西日本全体」

【動画-07】 [1:00]
想定東海・東南海・南海連動地震津波sim
【２】「尾鷲市（北側）」

【動画-07】 [1:00]
想定東海・東南海・南海連動地震津波sim
【３】「尾鷲市（南側）」

(4) 想定東海・東南海・南海連動地震津波襲来時の避難シミュレーション結果に関する動画
（現状再現シナリオ：マスコミ=1分後／屋外スピーカー=3分後／広報車=3分後／避難開始=情報取得20分後）
※他のシナリオについては、インターネットにて『尾鷲市動く津波ハザードマップ』を閲覧ください

【動画-08】 [1:00]
想定東海・東南海・南海連動地震津波sim
【１】「市街地周辺」

【動画-08】 [1:00]
想定東海・東南海・南海連動地震津波sim
【２】「大曽根浦・行野浦周辺」

【動画-08】 [1:00]
【動画-08】 [1:00]
想定東海・東南海・南海連動地震津波 sim 想定東海・東南海・南海連動地震津波 sim
【４】「小脇町・名柄町・三木里町周辺」
【５】「古江町・賀田町・曽根町・梶賀町周辺」

【動画-08】 [1:00]
想定東海・東南海・南海連動地震津波 sim
【７】「早田町・三木浦町周辺」

【動画-09】 [1:15]
津波CG（尾鷲市街地に津波が襲来）

【動画-08】 [1:00]
想定東海・東南海・南海連動地震津波sim
【３】「須賀利町周辺」

【動画-08】 [1:00]
想定東海・東南海・南海連動地震津波 sim
【６】「九鬼町周辺」

【動画-13】 [0:30]
防波堤の整備効果Sim
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(5) 1960年チリ地震津波に関する動画

【動画-11】 [0:36]
1960年チリ地震津波Sim

【動画-12】 [0:54]
1960年チリ地震津波（海岸到達の様子）

(6) その他（地震発生時の様子に関する動画など）

【動画-16】 [1:13]
地震の発生直後の様子
（2009年駿河湾地震）

【動画-17】 [1:01]
緊急地震速報の放送例
（2008年岩手・宮城内陸地震）

(7) 地震・津波の特徴に関する動画

【動画-03】 [0:12]
地震・津波が起きるメカニズム

【動画-04】 [2:52]
津波と普通の波の違い

【動画-05】 [0:37]
津波に人が流される 実験の 様子

【動画-06】 [1:51]
50cmの津波の破壊力

【動画-18】 [8:29]
体験談『つなみ紙芝居』

65
(8) 津波の様々な特徴に関する動画

【動画-10】 [0:25]
津波の様々な特徴
【１】「深いほど速い」

【動画-10】 [0:30]
津波の様々な特徴
【２】「浅くなると高くなる」

【動画-10】 [0:30]
津波の様々な特徴
【３】「湾奥で高くなる」

【動画-10】 [1:18]
津波の様々な特徴
【４】「湾内に繰り返しやってくる」

【動画-10】 [0:30]
津波の様々な特徴
【５】「岬の先で高くなる」

【動画-10】 [0:30]
津波の様々な特徴
【６】「島は高くなる」

【動画-10】 [0:30]
津波の様々な特徴
【７】「陸と島で反射する」

【動画-10】 [1:21]
津波の様々な特徴
【８】「境界波」

【動画-10】 [0:20]
津波の様々な特徴
【９】「レンズ効果」

(9) 避難できない人間の心理に関する動画

【動画-15】 [2:10]
避難できない人間の心理
【１】「避難しなかった例 」

【動画-15】 [2:34]
避難できない人間の心理
【２】「避難した例」

【動画-15】 [2:40]
避難できない人間の心理
【３】「集団同調性バイアス」

【動画-15】 [2:53]
避難できない人間の心理
【４】「率先避難者」
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4.2 写真一覧
(1) 過去の被災時の状況に関する写真

【写真-01】 [17枚] 1944年
昭和東南海地震津波による尾鷲市の被害

【写真-03】 [13枚] 1993年
北海道南西沖地震による奥尻島の被害

【写真-02】 [-枚] 1960年
チリ地震津波による尾鷲市 の被害

【写真-04】 [11枚] 2004年
新潟県中越地震による被害

【写真-05】 [5枚] 2004年

【写真-07】 [17枚] 2011年

インド洋津波災害によるインドの被害

東日本大震災による釜石市の被害

(2) 防災施設等に関する写真

【写真-08】 [9枚]
横引ゲート、水門、防波堤

【写真-12】 [1枚]
津波緊急避難ビルの例

【写真-09】 [4枚]

【写真-10】 [1枚]

津波監視カメラ

ソーラ式避難誘導灯

【写真-06】 [5枚] 2008年
岩手・宮城内陸地震時の被災状況
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(3) 防災訓練・避難訓練に関する写真

【写真-11】 [19枚]

【写真-14】 [8枚]

総合防災訓練の様子

学校における 避難訓練の様子

(4) その他

【写真-13】 [-枚]
尾鷲市内にある石碑
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4.3 資料一覧
(1) 尾鷲市に関する資料
海溝型地震の長期評価（今後30年以内）
20 0 3 年 発 表
根 室沖
M7.9程 度 30～ 40％
根 室沖 ・十 勝沖
M7.1程 度 80％
三 陸沖 北 部
M8.0前 後 0.06～ 8％
M7.1～ 7.6 90％ 程 度
宮 城県 沖
M7.5前 後 99％
茨 城県 沖
M6.8前 後 90％
三 陸沖 ～ 房総 沖 （海 溝 寄り）
Mt8.2程 度 20％ 程度

北海 道 北 西沖
M7.8程 度 0.006～ 0.1％
秋田 県 沖
M7.5程 度 3％程 度
佐渡 島 北 方沖
M7.8程 度 3～6％
安芸 灘 ～伊 予 灘 ～豊 後 水道
M7.6前 後 40％程 度

東 海 地震 M8.0程 度
い つ起 きてもお か しくな い
日 向 灘 M7.6前 後 10％

【資料-01】 [12 枚]
尾鷲市防災マップ

東 南 海地 震
M8.1前 後 60％

【資料-07】 [2枚]
尾鷲市の過去の 地震・津波被害

【資料-08】 [3枚]
今後30年間の地震発生確率

【資料-03】 [1枚]

【資料-04】 [3枚]
地震の波形

南 海 地震
M8.4前 後 50％

(2) 地震に関する資料

【資料-02】 [4枚]
地震分布とプレートの関係

日本周辺のプレート

(3) 津波に関する資料

【資料-05】 [2枚]
津波の速さと波長

【資料-06】 [4枚]
津波が高くなる理由

(4)地震・津波対策に関する情報

【資料-09】 [4枚]
津波・避難情報、緊急地震速報、Ｊアラート

【資料-11】 [1枚]
津波に関する標識
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(5) 避難に関する資料
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①
① 宮城 県気 仙沼 市の例 （と ても大 きなゆ れだっ たのに

・平成 15年 5月26日 18:2 4頃 宮城 県沖を震 源とす るM7. 0の 地震発 生
・津波 警報や 避難情 報は発表 されな かった が、気 仙沼市は 震度 5弱 のゆ れ

イ ンド洋 津波の死
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者・行方 不明者は
不明者 は、全世界で
、全 世界で 23 万人以 上

山崎蒔野

しか し︑この恨み を滅しては ならない︒ この記
念碑の ことを口に して︑長く子 孫に語り伝 えよ︒

ああ なんたる悲 劇であろう か︒

の中︑ 無事生き残 ったものわ ずか２０４人 のみ︒
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シムル島
ムル島

インド洋 津波 が襲 来したときに
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住民 らはこの言
らはこの 言い伝
い伝 えに従
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水が 引い た時、 すぐに丘 へ避
へ 避難
難 した ため
た め、
、
死 者が 少な かった。。
両 石海嘯記念 碑
こ の 作文 は︑ 作 者が 釜 石東 中 学校 三 年生 だ った 平成 二 〇年 に 書
かれ た もの で す︒

祖父が私 にしてくれ たように︑ 私も︑いつ の
日か︑自分の 子ども︑孫 の手を引き ︑手を合わ
せ︑語り継い でいきた い︒石碑と私 を結んでく
れた祖父のよう に
︒

両石海嘯 記念碑のこ とを口にして ︑
長く子孫に 語り伝えよ ︒

くというの が︑正直なと ころです︒ 朝は早く起
きなければ ならないし︑ 中学生は誰 も参加しな
いし ︒過 去の教訓が ある両石と いう地域に
住んでいる にもかかわ らず︑私は︑ 津波に対し
て怖いとい う実感もな く参加して いました︒
しかし︑ 今年の７月 ︑深夜に大 きな地震が あ
りました︒私 と妹は︑慌 てて両親の 部屋に駆け
込み︑一晩︑ 家族みん なが同じ部屋 で枕を並べ
ました︒その とき︑ぼん やりと祖父 の話を思い
出していま した︒おじ いちゃんの お父さんは︑
いつ津波が来 ても良いよ うに︑﹁明 日着る服は
枕元におい ておけ﹂とか ﹁靴は履き やすいよう
に並べてお け﹂と口ぐせ のように言 っていたこ
とを︒
なかなか 現実味のわ かない津波 ︒それを懸 命
に語り伝えよ うとする祖 父︒血のつ ながりの あ
る家族が伝え ることこ そ︑私は大切 だと思いま
す︒私たち は︑今︑家族 の絆の強さ を問われて
いるのだと思 います︒い ざという とき︑どこに
逃げるかを話 し合って おく︑誰が誰 を助けるの
か︑普段どれ だけ自分の ことは自分 でできるの
か︑すべて が家族の中で しつけら れ︑家族のな
かで語り伝え られ︑育ん でいくも のなのです︒
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こ の記念碑は ︑いつしか 無くなるで あろう︒

語り 伝 えよ

2004年インド洋津波から、
2004
年インド洋津波から、 古い言い伝え
古い言い伝えが
が 島民救う
私 の住む両石 は︑明治２ ９年と昭和 ８年の２
回︑大 きな津波の 被害に遭っ ています︒ 明治２
９年の 三陸大津 波から１１３ 年︒今年も 祖父に
連れら れ︑家族み んなで︑両 石海嘯記念 碑に手
を合わ せました︒
祖 父は私が小 さい頃から ︑津波の話 をしてく
れま す︒しかし︑祖 父は︑ 回の津 波の後に生
まれ たので︑実際 には体験し ていません ︒だか
ら︑津 波の話をす るときに は︑おじいち ゃんの
おじ いちゃん︑お じいちゃん のお父さん がよく
登場し ます︒
﹁ おじいちゃ んのおじい ちゃんと お父さんは
な︑ 避難所に着 いてからも ︑波が上が ってくる
かも と︑思うと怖 くて︑避難 所よりも高 いとこ
ろま で逃げたん だ︒﹂
津 波の恐ろし さを祖父が私 に伝えてく れます︒
荒れ狂 う大波︑飲 み込まれる 人々︑響き 渡る阿
鼻叫 喚の声︒家族 がバラバラ になる悲し さ︑祖
父の話 を聞いてい ると︑先人 たちの泣き 叫ぶ声
とと もに︑おじい ちゃんの おじいちゃ ん︑おじ
いち ゃんのお父さ んの︑こん なに悲しい 思いを
二度と 繰り返させ たくない という強い意 志を感
じて なりません︒
両 石では︑明 治には８０ ０人もの人 が亡くな
りま した︒しかし ︑昭和の津 波の時には ︑死者
は３人 ︒地域で避 難訓練をし ︑それぞれ の家族
が︑先 人たちの教 訓を代々語 り継ぎ︑守 り続け
てき た成果でした ︒家族の絆 は︑両石の 誇りと
言って もよいで しょう︒
毎 年３月３日 ︑過去の教 訓を忘れま いと釜石
全体で 避難訓練が 行われてい ます︒私は ︑家族
全員で 必ず参加し ています︒ 行きたくな いなあ
とい う私を︑祖父 母︑両親が 無理矢理連 れて行

【資料-15】 [1枚]

シムル島の言い伝え
【資料-14】 [1枚]
生徒作文『語り伝えよ 』
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【資料-17】 [2枚]

災害ボランティアの活動

想定を超えた津波による浸水域

【資料-18】 [12枚]
津波!!命を救った稲むらの火（書籍）
【資料-16】 [4枚]

【資料-13】 [4枚]
津波避難率

【資料-12】 [1枚]
津波避難のポイント
【資料-10】 [8枚]
地震時に身を守るための正しい行動

②-2
②-1

・平成 16年 9月5日 23: 57頃 東海 道沖を震 源とす るM7. 4の 地震発 生
・尾鷲 市では 震 度4の ゆれを観 測し、 津 波 警報 と避 難 勧告 が発 表され た

①

②
② 三重 県尾 鷲市の例
鷲市の 例（
（1 日に2回
2回 地震があ
地震が あった
った のに・・ ・）

・気仙 沼市民 の津波 避難率 は・・ ・わず か1 .7%

・平成 16年 9月5日 19: 07頃 紀伊 半島沖を 震源と する M6.9 の地 震発生
・尾鷲 市では 震 度3の ゆれを観 測し、 津 波 注意 報 が発表 された
・尾鷲 市民の 津波避 難率は ・・・ 8.4 %

・尾鷲 市民の 津波避 難率は ・・・ 19 .7 %

③
③ 釜石 市の例 （情
（ 情報が
報がた
たくさ
くさん
ん発表さ
発表さ れたの に・・ ・）

・津波 の被害 を受 ける可 能性の ある地 域のう ち、家 族の誰 かが避 難した のは、 わずか 8.7 %

・平成 18年 11月 15日 20:1 5頃 千歳列 島を震源 とする M8.1 の地 震発生
・釜石 市では ほとん どゆれ なか ったが、 津 波注 意 報 と避 難指 示 が発表 された

(6) 伝承に関する資料

(7) その他

