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津波浸水シミュレーションを活用した多様なシナリオの避難訓練
―メキシコ・シワタネホの小学校での実践
Evacuation drills under different scenarios based on tsunami inundation simulation
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The study introduces the process of development of tsunami educational material called “four-screen
tsunami evacuation drill movie clip” and its practical educational effect for formulating the evacuation strategy by
school teachers. The movie clip is designed to display both evacuation behavior during the drill and tsunami
inundation simulation. The development targeted for the primary school in Zihuatanejo de Azueta municipality,
Guerrero state, Mexico. First author organized a workshop for teachers with the aim of sharing developed material
and discussing the evacuation strategy. As a result, while teachers make the best effort to start the evacuation
quickly towards the designated higher place, if the teacher judges insufficient time left to reach the designated area,
the teacher changes to the vertical evacuation nearby building. Besides, teachers guide students to second floor of
school building in case that evacuation behavior delays. Based on these strategies, second-floor evacuation drill
was implemented and vertical evacuation drill also will be held in the near future.
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